◇申し込み時の必要事項◇
①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢

夏休み①号

⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先

平成３０年６月発行
本郷新記念札幌彫刻美術館
[所]中)宮の森４条１２丁目

[電]642-5709

[F]616-0900

夏休み子ども造形教室～ブロンズ粘土で彫刻をつくろう！
★人や動物の体の構造、量感やバランスのとり方、道具の使い方など彫塑の基礎を学ぶ。

※ 注意事項
◇ 講座によっては、すでに申し込みが開始されているため、定員に達している場合があります。
◇ お問い合わせは、各施設にお願いします。

中央体育館

生涯学習センター
[所]西)宮の沢 1-1

[日]8/3(金)・8/4(土)10：00～12：30（どちらか１日を選択。両日とも内容は同じ）
[対]3～6 年生 [定]24 名 [費]1,000 円（材料費込み）
[申]7/14（土）から電話申しこみ。先着順。

[電]671-2311

[所]中)大通東５

[F]671-2334

[電]251-1815

[F]221-6064

子どものための護身術

夏休み短期教室

★自分を守る！力を入れるために必要な正しい姿勢や体の使い方、護身の技を学びます。

★マット運動・鉄棒・跳び箱を行い、運動能力の向上や苦手種目の克服を目指します。

[日]7/26(木) 10:00～12:00 [対]小学 4～6 年生（要保護者同伴１名まで）
[定]15 名 [費]700 円 [申]先着順。空き状況を電話で要確認。

[日]8/8（水）～10（金） 14:10～15:30（全 3 回） [対]1～6 年生
[定]20 名 [費]2,370 円（各種手帳提示で 1,890 円）
[申]7/1（日）から 7/10（火）まで電話・来館・HP にて申しこみ。多数時抽選。

牛のお話と工場探検 ～牛乳パック工作体験もあるよ！～
★自由研究にぴったり！工場見学と工作体験、クイズや試食などもりだくさん！お土産付き
[日]7/31(火) 9:30～11:30 [対]小学生（要保護者同伴１名まで） [定]20 名
[費]700 円 [申]先着順。空き状況を電話で要確認
[備]講座会場は、雪印メグミルク 酪農と乳の歴史館（札幌市東区苗穂町 6-1-1 札幌工場隣接）

親子で体験！フィルム映写技師になってみよう

夏休み短期教室

ジュニア体操

ジュニアテニス①・②

★はじめての方から基礎を見直したい方まで指導します。ラケットの貸出しをしています。
[日]①8/1（水）～3（金） 9:00～10:30（全 3 回）
②8/1（水）～3（金） 10:45～12:15（全 3 回）
[対]①1～3 年生 ②4～6 年生 [定]10 名 [費]2,370 円（各種手帳提示で 1,890 円）
[申] 7/1（日）から 7/10（火）まで電話・来館・HP にて申しこみ。多数時抽選。

★レトロ感満載の映写機を君の手で操作してみませんか
[日]7/29（日)10：00～12：00 [対]小学校 4～6 年（要保護者同伴 1 名まで）
[定]8 組 16 名 [費]無料 [申]7/13（金）までに、郵便番号・住所・電話番号・学年・
参加者の氏名記載の上、はがきで申しこみ。

遊んで学ぼう！コーヒーフィルターで作るパラシュートの秘密
★高校生と一緒にパラシュートを作って遊びながら、理科の楽しさについて学んでみよう！
[日]7/20（金) ①17:30～18:15 ②18：15～19：00
[対]なし（小中学生の場合は要保護者同伴）
[定]各回 30 名
[費]無料
[申]当日来館にて直接受け付け

北海道立文学館
[所]中)中島公園 1 番 4 号
[電]511-7655
[E] kobunshokan@city.sapporo.jp

[F]511-3266

わくわくこどもランド～サマーブックをつくろう！～
★夏のイメージを貼ったり書いたりした折りたたみ式のサマーブックを作る
[日]7/29（日）10:30～12:00 [対]小学生とその保護者
[定]１5 組 [費]無料 [申]７月１７日（火）から電話にて申しこみ。

わくわくこどもランド～紙芝居をつくろう！～
中央健康づくりセンター

★自分の考えたお話でオリジナルの紙芝居を作る

[所]中)南３西１１
[電]562-8700
[E] central-school@shsf.jp

[F]562-2130

[日]８／7（火）及び８／8（水） 10:30～15:00
[対]両日とも参加可能な小学生とその保護者 [定]１５組
にて

こども☆ヘルシースクール

[費]無料

[申]７/２４（火）から電話

★「楽しく動いて活動量を増やそう」を目標に運動指導士・管理栄養士・保健師がサポート

札幌市公文書館

[日] 7/12～9/20 の毎週木曜日（全１０回） ※8/16 は休み
[対] 運動に支障がない、肥満・肥満傾向の小学生
[定]２０名 [費] 8,380 円 ※別途施設使用料が必要。
[申] 6/20（水）までに生年月日記載の上 E メール・来館・はがきで申しこみ。

[所]中)南８西２
[電]521-0205 [F]521-0210
[E] kobunshokan@city.sapporo.jp

札幌の歴史探検 ～さっぽろの街づくり～
★札幌の歴史に詳しい先生の話を聞いた後、写真・地図など使って歴史新聞をつくります

手稲区体育館
[所]手)曙 2-1

[電]684-0088

[日]7/28(土) 10:00～12:30 [対]小学４～中学３年生 [定]12 名 [費]無料
[申]電話･FAX･E メール･はがきで、7/19(木)(必着)までに申しこみ。多数時抽選。

[F]684-0089

キッズチアダンス
北海道開拓の村

★ポンポンを使いリズム感や敏捷性などを養います。
[日]7/30(月)～11/19(月) 指定月曜日 16：00～17：00 (全 10 回) [対] 1・2 年生
[定]２０名 [費]6，370 円 ※途中受講の場合教室残回数により異なる。
[申]7/1(日)～7/14(土)の間に電話・来館申込・HP にて申しこみ。多数時抽選。

[所]厚)厚別町小野幌 50-1

[電]898-2692

[F]898-2694

わらぞうりづくり教室
★稲わらで自分の足にぴったちな「わらぞうり」を作ろう！夏休みの自由研究にオススメ

ジュニアバドミントン(木)
★バドミントンの基本動作を中心にルールとマナーも指導します。
[日]8/2(木)～11/15(木) 指定木曜日 16：30～18：00 (全 15 回) [対]3～6 年生
[定]30 名 [費]9,560 円 ※途中受講の場合教室残回数により異なる。
[申]7/1(日)～7/14(土)の間に電話・来館・HP にて申しこみ。多数時抽選。

[日]7/28(土)、30(月)、8/1(水) 各日 9:30～15:00 [対]小学４～６年生
[費]無料(体験は子どものみ。見学の保護者は別途入場料)
[申]電話で 6/29(金)より受付。先着順申しこみ。

れきし１days キャンプ

[定]各日 10 名

～むかしの食編～

★つば釜でご飯を炊いたり、ジャガイモを蒸かして手作りバターを付けて食べてみよう

ミニバスケット(高学年)

[日]7/29(日)、8/11(土) 各日 10:00～13:00 [対]小学生以下と保護者 [定]各日 5 組 10 名
[費]1500 円/人(入場料別途) [申]電話で 6/30(土)より受付。先着順申しこみ。

★バスケットの基本動作を中心にルールとマナーも指導します。
[日]7/30(月)～11/19(月) 指定月曜日 17：20～18：50 (全 10 回) [対] 4～6 年生
[定]20 名 [費] 7,880 円 ※途中受講の場合教室残回数により異なる。
[申]7/1(日)～7/14(土)の間に電話・来館・HP にて申しこみ。多数時抽選。
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発行：札幌市生涯学習センター

[申]申込方法

メディアプラザ

[備]備考
[電]６７１－２１２１

◇申し込み時の必要事項◇
①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢

宮の沢屋内競技場
[所]西)宮の沢 490

⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先

札幌市青少年科学館

[電]664-6363

[F]664-3077

[所]厚)厚別中央 1-5 [電]892-5001
[E]astroevent@ssc.slp.or.jp

夏休みおはようテニス

[F]894-5445

★夏休み限定の教室を開講！初心者歓迎！夏休みの朝はテニスでいい汗を流そう！！

親子工場見学会

[ 日 ]7/26( 木 ) 、 27( 金 ) 、 7/30( 月 ) ～ 8/3( 金 ) 、 6( 月 ) ～ 8( 水 ) 7:45 ～ 8:45( 全 10 回 )
[対]小学生 [定]12 名 [費]5.860 円 [申]電話・来館で 7/1(日)～14(土)に申しこみ。多数時
抽選。

★セメント工場に行って工場見学したりセメントの仕組みを実験するバスツアーです。

①夏休みおはようエンジョイサッカー
★夏休み限定の教室を開講！初心者歓迎！夏休みの朝はサッカーでいい汗を流そう！！

②夏休みおはようベースボール

～セメント工場を見に行こう！～

[日]８/７（火）8：15～17：30（全１回） [対]小学校 4 年生～6 年生の子と保護者（保護者
の同行が必須） [定] 20 組 [費]無料 [申]FAX・来館申込・往復はがき・HP にて申しこみ。
多数時抽選。保護者氏名必須。 7/24（火）締め切り。
【会場】日鉄住金セメント㈱室蘭工場（集
合場所は青少年科学館）

プラネタリウム夜間特別投影「謎解きプラネ

夏休み特別編」

★夏休み限定の教室を開講！初心者歓迎！夏休みの朝はベースボールでいい汗を流そう！！

★プラネタリウムを舞台にした観客参加型の謎解きイベントを行います。

[日]①7/26(木)、27(金)、7/31(火)～8/3(金)、7(火)、8(水) 7:45～8:45(全 8 回)
[日]②7/26(木)、27(金)、7/30(月)～8/3(金)、6(月)～8(水) 7:45～8:45(全 10 回)
[対]小学生 [定]各 15 名 [費]①4,290 円 ②5,360 円
[申]電話・来館で 7/1(日)～14(土)に申しこみ。多数時抽選。

[日]8/4（土）
・5（日） 19：00～20：00 ※二日間同じ内容です。 [対]一般（中学生以下
保護者同伴） [定] 200 名 [費] 500 円（各種割引不可・中学生以下無料）
[申]FAX・来館申込・往復はがき・HP にて申しこみ。多数時抽選。希望日・保護者氏名必須。
7/25（水）締め切り。

サイエンジャー科学教室「サイエンスラボ！顕微鏡で大研究」
★自分の興味がある「もの」を持ち寄って観察する連続 2 日間の特別プログラムです。

札幌市近代美術館
[所]中)北 1 条西 17 丁目 [電]644-6994

[F]644-6885

そっくり！びっくり！どっちが本物？石膏 DE 型取りワー
クショップ

[日]８/９（木）、10（金） 13：00～16：00 （全２回）[対]小学校４～中学３年生(２日間と
も参加できる方)
[定]16 名 [費]無料（同伴の保護者は別途観覧料 700 円）
[申]FAX・来館申込・往復はがき・HP にて申しこみ。多数時抽選。7/26（木）締め切り。
[備]申込時に今日の教室で調べてみたいものを記載すること。

★彫刻家・椎名澄子さんを講師にむかえ、“本物そっくり”を作る楽しい体験です。
[日]８/1（水）10：00～15：00 [対]小学生 [定]20 名 [費]無料
[申]6/7(日)～7/23(月)で FAX もしくは E メールで申しこみ。多数時抽選。

モエレ沼公園
[所]東) モエレ沼公園 1-1 [電]790-1231

押し葉アート
札幌市教育文化会館

「飾る」

★公園内で採取した葉を使って押し葉を作り、壁掛けにします。

[所]中)北 1 条西 13 丁目 [電] 271-5822

[F] 271-1916

[日]7/28（土）10:00～12:00 [対]小学生 [定]10 名 [費] 300 円
[申]7/14（土）までに電話・FAX もしくは HP で申しこみ。多数時抽選。

能楽入門ワークショップ
★能楽師

[F]792-2595

小倉健太郎氏を招き、能の謡（うたい）から舞までを分かりやすく学びます。

[日]８/1（水）～8/2（木）（2 日間）13：30～15：30 [対]小学３年～中学 3 年生
[定]20 名 [費]1000 円 [申]6/12（火）から電話･FAX にて先着順申しこみ。

[所]中)北 2 条西 4 丁目１ 赤レンガテラス 5 階
[E] terracekeikaku@gmail.com

[電]211-4366

世界に一つの展覧会をつくろう！「こども展覧会」

滝野すずらん丘陵公園
[所]南)滝野 247

テラス計画

★作品づくりから展示まで、自分たちで行う「こども展覧会」ワークショップを行います。

[電]594-2222

[F]594-2230
[日]7/15（日）13:00-16:00, 7/16（月）13:00-16:00（全 2 回）1 日目参加必須。両日参
加がのぞましい。[対]小学校 4 年生〜中学校 3 年生
[定] 先着１５名 [費] 1 日参加 700 円、2 日参加 1,000 円
[申] 6/7(日)～7/23(火)で電話もしくは E メールで申しこみ。先着順。
[備] ワークショップで出来上がった作品は 7/17-7/29 の期間中、会場にて展示。

滝野のクラフト体験教室
★主に南区出身の方々を講師としてお呼びし、様々なクラフトを行います。
[日]7/26(木)～８/19(日) 10:30～16:00 [対]どなたでも [定]各 20～30 名
[費]入園料・駐車料（15 歳未満は入園料無料） [申]来館での申しこみ。先着順。

たきの森フェス～2018summer～
★公園内の“滝野の森”で、音楽のステージや森遊び、クラフト体験などが楽しめます。

札幌芸術の森

[日]7/29(日)10:00～16:00 [対]どなたでも [定]一部定員あり。
[費]入園料・駐車料（15 歳未満は入園料無料）(一部有料イベントあり)

[所]南)芸術の森 2
[申]不要。直接会場へ

[電]講座ごとに掲載

ねんどで彫刻
★磨くと青銅のように光るブロンズ粘土で、自由に彫刻をつくってみよう！
[日] 7 月毎週土曜日曜日（7/29（日）を除く）9:45～17:00 [対]どなたでも [定]なし
[費] 300 円 [申]不要 [備]講師は付き添わない。問合せは電話（011-591-0090）まで。

清田区体育館・温水プール
[所]清)平岡１条５丁目４-１

[電]882-9500

[F]882-9505

磁器に絵付けをしよう

ミニバスケットボール（高学年）

★5 種類の磁器から 1 個を選んで絵付けをします。完成作品は 9 月上旬頃にお届けします。

初心者から経験者までを対象としたドリブル、パス、シュートなどの基本動作の習得を目指します。
★試合形式での練習もします。
[日]7/5～9/20 毎週木曜日 16:30～18:00 （全 11 回） [対]4～6 年生 [定]30 名
[費]7,010 円（税込） ※障がい者・療育手帳をお持ちの方は 5,610 円（税込）となります。
[申]６/１（金）から６/１４（木）まで電話・来館での申しこみ（要保護者の緊急連絡先・個人情
報取り扱い同意）

夏休み

前期おはようスイミング（少年少女／幼児）

★幼児・小中学生を対象とした短期水泳教室です。初めて受講する方もお申込みいただけます。

[日] 7/22（日） 10:00～11:30、13:30～15:00 [対] 小学生以上（3 年生以下は要保護者
同伴） [定] 各回 10 名 [費] 基本料金 2,500 円（札幌市内作品送料込み）
[申] ６/１５（金）から電話にて先着順申しこみ。

こっぱでモビールを作ろう
★木っ端や棒にペイントをして、紐を通してモビールを作ります。親子での制作です。
[日] 8/3（金） 13:00～15:00 [対] 小学生以上のお子様と保護者
[費]2 名 1 組 1,800 円、3 名 1 組 3,600 円 [定]10 組
[申] 7/20（金）9:45 から電話（011-591-0090）にて先着順受け付け。

[日]7/26（木）～7/28（土） （少年少女 8:30～9:30／幼児 10:00～11:00）（全 3 回）
[対]小学 1 年生～中学 3 年生、幼児は 5・6 歳対象 [定]（少年少女 60 名／幼児 40 名）
[費]1,460 円（障がい者手帳等をお持ちの方は 1,170 円）
[申]７月１日（日）から７月７日（土）まで電話・来館での申しこみ。
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①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢

夏休み②号

平成３０年７月発行

⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先

札幌コンサートホール Kitara
[所] 中)中島公園 1-15

[電]520-2000

[F]520-1575

Kitara 室内オペラ「ヘンゼルとグレーテル」
★グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」を美しい音楽で楽しむオペラ(日本語上演）
[日]10/13(土)、14(日) 各日 15：00 開演 [対]5 歳以上 [定]各公演 400 名
[費]全席指定(税込･各公演)一般 2,500 円 高校生以下（5 歳以上）500 円
[申]７月７日（土）より Kitara チケットセンター（℡：520-1234）・HP にて受付。

※ 注意事項
◇ 講座によっては、すでに申し込みが開始されているため、定員に達している場合があります。
◇ お問い合わせは、各施設にお願いします。

北海道博物館
[所] 厚)厚別町小野幌 53-2 [電]898-0466(総合案内)
[F]897-1865

ちゃれんが子どもクラブ

生涯学習センター
[所]〒063-0051 西)宮の沢 1-1

[電]671-2311

〜ヤマアラシの針でアクセサリーをつくろう！〜

[F]671-2334

★カナダ先住民が工芸につかったヤマアラシの針でアクセサリーをつくろう。

子どもラーメン道場 ～マルちゃんで手打ちめんにチャレンジ～

[日]8/4（土）13:30～15:00 [対]全学年 [定]40 名 [費]無料
[申]７月５日（木）から電話（予約専用ダイヤル 898-0500）にて先着順で受付。
[備]保護者同伴。針を使用するため、低学年の参加者には保護者がついて作業すること。

★みんな大好きな「つけ麺」作りにチャレンジ！「焼きそば弁当」の工場見学・お土産付き
[日]8/2(木) 10:00～12:00
[対]小学 4～中学生（要保護者同伴１名まで）
[定]10 名
[費]700 円 [申]先着順。空き状況を電話で要確認。
[備]講座会場は、東洋水産株式会社北海道工場（小樽市銭函 5-61-1）

ちゃれんが子どもクラブ

〜草原の主・トノサマバッタをさがそう〜

森の学校～みんなの力で森を元気に！植樹体験～

★夏といえばバッタにキリギリス！巨大なトノサマバッタ、つかまえられるかな？

★豊かな森の世界に飛び込もう！森のレクと植樹体験バスツアーお土産つき

[日]8/18（土）10:00～12:00 [対] 全学年 [定]40 名 [費]無料
[申]７月 19 日（木）から電話（予約専用ダイヤル 898-0500）にて先着順で受付。
[備]持ち物：虫かご・虫取り網 服装：うごきやすい（汚れてもよい）服装。
【会場】野幌森林公園内（自然ふれあい交流館集合 〒069-0832 江別市西野幌 685-1）

[日]9/29(土) 9:00～16:30
[対]小学生（要保護者同伴１名まで）
[定]10 名 [費]1300 円
[申] FAX・来館・はがき・HP で７/25（水）必着。多数時抽選。
[備] 講座会場は定山渓国有林。 【集合場所】アサヒビール北海道工場（南郷通 4 南 1）

ちゃれんが子どもクラブ

〜アイヌ音楽

美香保体育館
[所]東)北 22 条東 5 丁目

[電] 741-1972

うたおう・おどろう・ならそう・ひこう〜

★アイヌ音楽の初心者向け体験講座です。お子さんだけでなく大人のかたもどうぞ！

[F] 741-1973

[日]9/8（土） 13:30～15:00 [対]全学年 [定]30 名 [費]無料
[申]8 月 9 日（木）から電話（予約専用ダイヤル 898-0500）にて先着順で受付。
[備]踊りも体験するので、うごきやすい服装と靴での参加が望ましい。

夏休みミニバスケットボールクリニック
★レバンガ北海道の所属選手及びスタッフが直接指導いたします。
[日] 7/28（土） 9:00～11:00 （全 1 回） [対] 1～3 年生 [定]３０名 [費] 900 円
[申] 7/5（木）から電話・来館申込にて。先着順。

自然ふれあい交流館
[所]江別市西野幌 685

[F]388-7058

もりの工作コーナー「とべ×２

札幌市民ギャラリー
[所]中)南２東６

[電]386-5832

[電]271-5471

紙とんぼ」

★トンボが乱舞する季節にトンボたちに負けないぐらいよく飛ぶ紙とんぼを作ろう

[F]232-5539

[日]7/7(土)～9/24(月) 各日 9:00～17:00（期間中、平日の月曜のみ休館)
[費]無料 [申]当日直接会場へ。

陶芸体験教室
★粘土から花器や茶碗などを制作。作品は後日「札幌芸術の森」の登り窯で焼成します
[日]7 月 20 日(金) ①10:30～12:30 ②13:30～15:30 7 月 21 日(土)
10:30～12:30
[対]小学生以上 [定]各回２０名 [費]１８００円 [申]先着順。空き状況を電話で要確認。
[備]希望者は登り窯（昔ながらの薪窯）での焼成見学も可。

夏休み子ども人形劇
★「トランク機械シアター」による人形劇を上演します。人形や役者と触れ合える時間も
[日] 8 月 15 日（水）14:00～15:00
[申]不要。当日直接会場へ。

[対]無し

[定]約１００名

[対]どなたでも

親子工作教室「ゆらゆら葉っぱモビールを作ろう！」
★樹木について学びながら、木の葉を使ってゆらゆらと揺れるモビールを親子で作ろう
[日] 8/4(土) 10:00～12:00 [対]小学生とその保護者 [定]5 組 10 名
[申]７月５日より参加者名・住所・電話番号明示の上電話にて受付。

もりの工作コーナー「まわそう！

[費]500 円

どんぐりゴマ」

★森の恵み、どんぐりを使ってクルクルまわるコマを作ろう

[費]無料

[日]10/6(土)～11/25(日) 各日 9:30～16:30（期間中、平日の月曜のみ休館)
[対]どなたでも [定]なし [費]無料 [申]当日直接会場へ。

東区体育館

こどもの劇場やまびこ座

[所] 東)北 27 条 14 丁目 3-1 [電]751-5250

[F]751-5222

[所]東)北 27 東 15

げんきキッズ 1・2 年
★走る・飛ぶ・投げる・体を支える遊びとそれらを複合した遊びの運動遊びを行う

[電]723-5911

[F]723-5934

こども舞台体験プログラム

ふれアート

鳴物体験

★人形浄瑠璃で、義太夫や三味線のほかに使う、太鼓などの鳴物に挑戦しよう。

[日]10/4～3/7 の木曜日 16:30～17:30(全 20 回) [対]1・2 年生 [定]20 名
[費]17,730 円 減額受講料 14,190 円
[申] 9/1(土)から 9/14(金)まで電話・来館申込・HP にて申しこみ。多数時抽選。

[日]10/13（土）、14（日）10：00～15：00（全 2 回） [対]小学 3～高校生
[定]30 名 [費]無料 [申]電話で 9/11(火)より受付。先着順。(℡:080-2876-4707)
[備]上靴と昼食を持参すること。講座会場は市民活動プラザ星園（札幌市中央区南 8 西 2）

①キッズフットサル/②ジュニアフットサル
★エスポラーダ北海道のコーチが、サッカーに必要な技術を指導します
[日]7/30(月)・31(火)・8/1(水) ①9:30～10:30 ②11:00～12:00（全 3 回）
[対]①1・2 年生②3・4 年生 [定]各 30 名 [費]1,760 円 [申] 7/1(日)から 7/14(土)まで
電話・来館申込・HP にて申しこみ。多数時抽選。

凡例

[所]所在地
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発行：札幌市生涯学習センター

[申]申込方法

メディアプラザ

[備]備考
[電]６７１－２１２１

◇申し込み時の必要事項◇
①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢

厚別区体育館

⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先

南区体育館

[所] 厚)厚別中央 2 条 5 丁目 1-20

[電]892-0362

[F]892-0363

[所] 南)川沿 4-2

[電]571-5171

[F]571-6656

ジュニアフットサル

夏休み単発開催！かけっこ教室

★フットサルやボールフィーリングを通じて体の使い方を学びます。

★東海大学陸上部指導、速く走るためのコツを小学生の皆さんへ伝えます！

[日] 10/3～3/20 毎週水曜日 16：30～17：30 （全 22 回） [対] 小学生
[定] 15 名
[費] 【一般】11,780 円 【障がいのある方】9,430 円
[申] 9/1（土）～9/14（金）までに電話もしくは来館申しこみ。多数時抽選。

[日]8/4(土) ①10:00～11:00 ②11:15～12:15 [対]①小学１～2 年生
[定]各回 50 名 [費]640 円
[申]電話か来館で 7/1(日)～16(月・祝)までに申しこみ。多数時抽選。

②小学 3～６年生

ジュニアテニス基礎
★はじめての方から。テニスの基礎を学びます。

青少年山の家

[日] 10/22～3/18 毎週月曜日 16：00～17：30 （全 13 回） [対] 小学生
[定]20 名 [費]【一般】10,250 円 【障がいのある方】8,200 円
[申] 9/1（土）～9/14（金）までに電話もしくは来館申しこみ。

[所]南)滝野 247

[電]591-0303

[F]591-0394

防災サバイバルキャンプ～地の巻～

ジュニアクラシックバレエ

★地震など災害が起きるのは明日かもしれない…。仲間と協力し、役に立つ知識を身につけよう！

★身体能力やリズム感を培っていきます。表現力の向上や集中力・礼儀・美しい姿勢等をみに付け
ていきます。
[日]10/22～3/18 毎週月曜日 17：00～18：00 （全 13 回） [対] 年長～6 年生
[定]１0 名 [費] 【一般】12,210 円 【障がいのある方】9,770 円
[申] 9/1（土）～9/14（金）までに電話もしくは来館申しこみ。

[日] ①８月２５日（土）～２６日（日）【１泊２日】
②平成３０年９月８日（土）～９日（日）【１泊２日】 [対]小学 3 年生～6 年生
[定]各 20 名 [費] 9500 円 [申]性別、生年月日、メールアドレス、日時（①or②）明記の上、
HP にて申しこみ。締め切りはそれぞれ①８月１１日（土）②８月２５日（土）まで。

防災サバイバルキャンプ～火の巻～
★災害でライフラインが途絶えたら…。仲間と協力し、火を使って役に立つ知識を身につけよう！
[日] ①１０月１３日（土）～１４日（日）【１泊２日】
②平成３０年１０月２７日（土）～２８日（日）【１泊２日】 [対] 小学 3～6 年生
[定] 各 20 名 [費] 9500 円 [申]性別、生年月日、メールアドレス、日時（①or②）明記の上、
HP で申しこみ。締め切りはそれぞれ①９月２９日（土）②１０月１３日（土）まで。

下水道科学館
[所]北)麻生町 8

[電]717-0046

[F]717-0047

夏休み下水道科学館クイズラリー
★下水道についてクイズを通して学びます。参加者にはオリジナルうちわをプレゼント！
[日]7/22(日)～8/19(日) 9:30～16:30 [対]どなたでも

[定]なし

[費]無料 [申]不要

下水道科学館夏休み自由研究勉強会～水処理の実験教室～
★生き物で水をきれいにする!?水がきれいになるまでを実験を通して学びます

[所]厚)厚別中央 1-5 [電]892-5001
[E] astroevent@ssc.slp.or.jp

[F]894-5445

夏の特別展「おばけのマ～ルとふしぎなかがくじっけん」

[日]8/10(金)、11(土)、12(日) 10:00～12:00 [対]小学３年生以上
[定]各日 10 名(2 人１組可)
[費]無料
[申]7/14(土)～31(火)の 9:00～17:00 に電話で申しこみ。先着順。

★おばけのマ～ルが科学館にやってきて色々な実験に挑戦するよ！
[日]７/21（土）～８/19（日） ９：00～17：00 [対]どなたでも
[費]中学生以下無料、高校生以上展示室観覧料 700 円

下水道科学館工作教室
①紙すき体験 はがきを作ろう！

札幌市天文台

[定]なし

火星観望会

★この夏、１５年ぶりに地球に大接近する火星を観望しよう。

★紙をすいて、はがきを作ろう！手作りはがきで手紙を送ってみませんか？

②マンホールのオリジナルデザインバックづくり
★マンホールの絵柄をデザインして、オリジナルのマイバックを作ります

③ホバークラフトとピカピカ LED づくり

[日]7/27（金）～8/3（金）20：00～23：00 [対]どなたでも [定]なし [費]無料
[備]天文台の大型望遠鏡の他、臨時で設置した小型望遠鏡で観望が可能。
大型望遠鏡のみ整理券を配布(先着 150 人）。【集合場所】札幌市天文台(札幌市中央区中島公園内)

小中学生の夏休み工作会

★ホバークラフトの原理や電気の回路を学びながら工作できる教室です

★科学館オリジナルの楽しい工作にチャレンジ。2 種類から選べるよ。

[日]①8/10(金)13:30～15:00 ②8/11(土)13:30～15:00 ③8/12(日)13:30～15:00
[対]①②小学生以上 ③小学 3 年生以上 [定]各 30 名 [費]無料
[申]7/14(土)～31(火)の 9:00～17:00 に電話で申しこみ。先着順。

[日]７/28（土）～31（火）、８/４（土）～７（火）、８/11（土・祝）～14（火）
①10：00～ ②11：10～ ③13：30～ ④14：40～ 各回 45 分
[対]小中学生 [定]各回 1 題材 12 名人 [費]１題材 300 円
[申]当日、9 時から整理券配布（先着）整理券は１人１枚
[備]未就学児不可。保護者は入場できません。

日曜実験室

西健康づくりセンター
[所]西)八軒１条西１丁目７－７

青少年科学館

[電]618-8700

★子ども用の白衣を着て科学実験に挑戦してみよう。

[F]618-8704

[日] 7 月～8 月の日・祝 14：00～ [対]小中学生 [定]32 人
[費]無料（同伴の保護者は別途観覧料 700 円が必要。）
[申]当日 13：30 から 13：50 まで、３F 案内前で受付け。先着順。

小学生のからだ元気教室
★遊びの要素を取り入れた運動で楽しく体を動かし、運動習慣の定着を図ります。
[日] 7/6(金)～9/28(金) 毎週金曜日 16：30～17：30 全 12 回 （8/17 はお休み） [対]
肥満または肥満傾向の小学１～３年生 [定]20 名 [費] 5,830 円 ※別途施設使用料が必要。
[申]6/1(金)～6/20(水)必着で FAX・E メール・来館申込・はがきに生年月日、性別、身長、体重
を明記し申しこみ。 [備]身長と体重の比率で受講条件あり。

科学館天体観望会
★天体望遠鏡で星を見てみよう。木星、土星、火星、夏の星座の星などを見ます
[日] 8/4（土）・5（日）、8/18（土）
[申]当日直接会場へ。

。

20:00～21：00 [対]一般 [定]なし [費]無料

ジュニアジャズダンス
★ジャズダンスの基本的な動きを、リズムに合わせて楽しく学びます。
[日] 10/9(火)～12/18(火) 毎週火曜日 16：30～17：30 全 11 回 [対]小学生
[定]30 名 [費] 5,890 円 ※別途施利用料が必要。
[申]11/1（木)～11/23（金）必着で生年月日・性別明記の上、FAX・E メール・来館・はがき
で申しこみ。

凡例

[所]所在地

[電]電話

[Ｆ]ＦＡＸ

[Ｅ]Ｅメール
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子どもの学びガイドは、夏休み前と冬休み前にそれぞれ２号ずつ発行しています。お子さま
の校外学習にお役立てください。今期発行した夏休み①号と夏休み②号は、ともに札幌市生
涯学習センター（ちえりあ）のホームページでもご覧いただけます。
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