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連携会場
手稲区民センター/手）前田1-11

定員20名6月25日（木）

タイ式健康体操 ルーシーダットン
～簡単で安全なポーズ＆ストレッチ～

【講 師】

やさしいポーズでも、体がぽっかぽか。血行を
促進して、健康増進にもダイエットにも！

8/17～9/28　
毎週月曜　
18:45～20:45〈全5回〉
※9/7、9/21を除く
■受講料　3,000円

申し込み
締め切り

太田　麻理子

豊平区民センター/豊）平岸6-10

定員20名6月25日（木）

香りを楽しむ正しいアロマテラピー
～15種類の香りで魅力アップ！～

【講 師】

アロマを正しく安全に使う基礎知識を学び、香
りを取り入れた生活を楽しみましょう。

8/17～9/14　
毎週月曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　800円

申し込み
締め切り

志摩　柚生子

東札幌図書館/白）東札幌4-4

定員20名6月25日（木）

70歳からの終の住処
～後悔しない家選び～

【講 師】

あなたの生き方を応援してくれる、安心できる
高齢者向け住宅の選び方を教えます。

8/18～9/15　
毎週火曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　500円

申し込み
締め切り

小野寺　さゆみ

中央図書館/中）南22西13

定員20名6月25日（木）

語り継ぐ「自分史」作り
～書き方のコツ、教えます～

【講 師】

皆さんの生きざま、家族や地域への思いを手作り
新聞・冊子に綴り次世代に届けよう。

8/18～9/15　
毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　500円

申し込み
締め切り

綱島　洋一

中央区民センター/中）南2西10

定員20名6月25日（木）

似合う服だけで暮らす。
～好きな服を“似合う服”にするワザ～

【講 師】

クローゼットに眠っている服を目覚めさせて、
お洒落なコーディネートで毎日を楽しく！

8/19～9/16　
毎週水曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,000円
■対　象　女性

申し込み
締め切り

柳谷　真理子

清田区民センター/清）清田1-2

定員20名6月25日（木）

子連れでママヨガ

【講 師】

子ども連れでも大丈夫！みんなで見守りヨガし
ましょう。

8/27～9/24　
毎週木曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■対　象　女性
　　　　　（子ども同伴可）

申し込み
締め切り

谷江　彩也子

藤野地区センター/南）藤野2-7

定員20名6月25日（木）

絵具と筆で描くオリジナルカラー書
～あなたの好きな色と文字を探そう～

【講 師】

文字に上手・下手はない！額縁に入れて飾れる
ステキな作品を誰でも作ることができます。

8/27～9/24　
毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,500円

申し込み
締め切り

宮腰　麻子

札幌市資料館/中）大通西13

定員20名6月25日（木）

やる気が起きる生前整理の方法
～体力のある50代から始めませんか？～

【講 師】

ついつい先延ばしになる生前整理。片づけのコ
ツが分かれば、重い腰も上がります。

8/27～9/24　
毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　500円

申し込み
締め切り

竹腰　美春

北区民センター/北）北25西6

定員20名6月25日（木）

ここから始める投資の基礎
～株式・債券・投資信託～

【講 師】

投資商品の仕組みを理解し、資産運用に活かせ
る知識を身につける初心者向けの講座です。

8/28～9/25　
毎週金曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

申し込み
締め切り

恩田　雅之

白石区民センター

藤野地区センター

中央図書館

東札幌図書館

札幌市資料館

白）南郷通１南8

南）藤野2-7

中）南22西13

白）東札幌4-4

中）大通西13

地下鉄東西線「白石」駅6番出口直結

じょうてつバス「十五島公園」より徒歩5分

市電「中央図書館前」下車すぐ

地下鉄東西線「東札幌」駅より徒歩7分

地下鉄東西線「西11丁目」駅より徒歩5分

会場名 住所 公共交通手段
清田区民センター

手稲区民センター

北区民センター

中央区民センター

豊平区民センター

清）清田1-2

手）前田1-11

北）北25西6

中）南2西10

豊）平岸6-10

中央バス「清田小学校」より徒歩6分

JR「手稲」駅北口より徒歩5分

地下鉄南北線「北24条」駅より徒歩7分

地下鉄東西線「西11丁目」駅より徒歩4分

中央バス「豊平区役所」より徒歩2分

会場名 住所 公共交通手段

ご近所先生企画講座連携会場一覧

※一部の講座では、開講前にオリエンテーションを行い、講座の内容や
持ち物について講師が説明します。

ご近所先生企画講座共通事項

共 催 札幌市区民センター運営委員会、北区民センター、
藤野地区センター、札幌市資料館

全5回

回  数ご近所先生企画講座

「教えたい」方 と々「学びたい」方々が集まって講師も受講者と一緒
に学んでいく、“学び合い”を基本としたアットホームな講座です。

講師と受講者が“学びあう”講座

ちえりあ（生涯学習センター）のほか、区民センター、図書館など地
域の公共施設でも開催します。

“学びの輪”をあなたのそばにも

受講料
3,000円
別途教材費などが必要な
講座があります。

20名

定  員

ちえりあ会場

かずえ【講 師】

日々の姿勢・歩き方など鼻呼吸と共に基本動作
を改善してイキイキした毎日を！

8/17～9/28　
毎週月曜　
10:00～12:00〈全5回〉　
※9/14、9/21を除く
■受講料　3,000円
■教材費　30円

あへあほ呼吸体操
～毎日の生活の中に元気の源がある！～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

浅井　康曠【講 師】

墨絵に色を付け、どなたでもステキな作品がで
きる墨彩画。一度挑戦してみませんか。

8/17～9/28　
毎週月曜　
10:00～12:00〈全5回〉　
※9/14、9/21を除く
■受講料　3,000円
■教材費　2,000円

初めてでも楽しく描ける墨彩画

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

白石区民センター/白）南郷通1南8

定員20名6月25日（木）

男のヨガ！！

【講 師】

筋肉量の多い男性は体が硬くなりがち。周りの
目を気にせずマイペースでヨガにチャレンジ！

8/28～9/25　
毎週金曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■対　象 男性

申し込み
締め切り

笹山　愉香

河野　至緒【講 師】

隣国ロシアとの関係は、日本の近代史そのも
の。その歴史を北海道開拓の視点から検証。

8/17～9/28　
毎週月曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/14、9/21を除く
■受講料　3,000円
■教材費　300円

北海道開拓の光と陰
～北方から読み解く近代日本の実相～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

江上　宏【講 師】

カメラ初心者を対象にデジカメの操作方法などを
やさしく学び、デジカメの基本習得を目指します。

8/17～9/28　
毎週月曜　
14:00～16:00〈全5回〉　
※9/14、9/21を除く
■受講料　3,000円
■教材費　300円
■対 象 デジタルカメラ
　　　　　をお持ちの方

デジカメ習得基礎講座
～あなたもまちのカメラマン～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

遠藤　涼子【講 師】

バレエ初心者大歓迎！自分の体を知ってゆがみ
を改善し、バレエ気分も味わおう！

8/18～9/15　
毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円

気軽にバレエエクササイズ
～姿勢を整えて元気に歩ける体を～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

岸　泉【講 師】

絵具やクレヨンで思うままに表現しよう。色の
力を借りると、あなたの心はグッと活性化！

8/18～9/15　
毎週火曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　600円

色彩心理学で心を元気に！
～ほんとうの私と出会う色の世界～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

中東　栄子【講 師】

講師はガイド、皆さんはゲスト。現地の写真や
映像がたっぷりのバーチャルツアーに出発！

8/18～9/15　
毎週火曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　400円

神話で巡るハワイの文化と歴史
～ALOHA！行ったつもりツアー～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

大川　徹【講 師】

中学高校レベルの人体の構造の知識を学ぶこ
とで、生活習慣病予防にもつながります。

8/18～9/15　
毎週火曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

人体のしくみ大解剖！
～心臓・肺・肝臓・腎臓・胃・腸まで～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

※感染症拡大予防のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。
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嘉指　毅【講 師】

快適な人生を送るため、40年以上毎日続けて
いる体づくりを、78歳の講師がご紹介します。

8/29～9/26　
毎週土曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

70代から大切な体操と筋トレ
～正しい呼吸法と運動で若々しい体に～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

宮塚　義人【講 師】

湖沼のボーリングデータと自然災害史から、過去
3万年のヒトの移動と歴史を考えます。

8/29～9/26　
毎週土曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

～気候変動・自然災害から紐解く～
北海道の原始・古代史

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

スメリー鈴木【講 師】

マイケルの魅力について語り合いましょう。毎
回少しずつのムーンウォーク体験もあります。

8/29～9/26　
毎週土曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円

マイケル・ジャクソンの魅力に迫る
～クールな逸話やムーンウォーク体験～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

須貝　清伸【講 師】

ストローやティッシュを使い、やさしく楽しく音が
出せるようになるヒントとポイントを学びます。

8/28～9/25　
毎週金曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　600円

ルパン三世を尺八で吹こう！！！

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

富崎　圭祐【講 師】

雪が滑り落ちる三角屋根や煙突、出窓など、懐か
しくかわいい姿を好きな画材で描き残します。

8/28～9/25　
毎週金曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

昭和の木造住宅を令和へ描き残す

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

齋藤　のりこ【講 師】

伝統的な結び方や包み方、日常生活から災害時
まで。オシャレに布文化を学び合います。

8/28～9/25　
毎週金曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,000円

風呂敷と手ぬぐい楽しい活用術
～日常～災害時まで便利な結び方～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

一条　綾香（りょうか）【講 師】

学校では習わない正しい日本語の話し方とは。
日本語表現の七つのメソッドを知ろう！

8/28～9/25　
毎週金曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

「声」と「表現」のトレーニング
～日本語を楽しむ～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

麻生　雅子【講 師】

セルフストレッチは自分へのご褒美！心と体に
やさしい運動を習慣にしてみませんか？

8/29～9/26　
毎週土曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　100円

爽快！セルフストレッチ！！　
～余すところなく動く・自分が目覚める～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

木下　千晶【講 師】

職場でエクセルをもっと活用したい方、一緒に
勉強しませんか？

8/29～9/26　
毎週土曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円
■対 象 60代ぐらいまでで、
　　　　　　 日常的にエクセルを
　　　　　　 使用している方

仕事で使えるエクセル講座

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

髙橋　保志【講 師】

聞いて損はない薬剤師の話。必要な薬を正しく
使おう。実りある100歳人生と向き合うために。

8/27～9/24　
毎週木曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

安心。60代からの薬の知識
～氾濫する情報に惑わされない～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

蒲原　史起【講 師】

円盤を投げ得点を競うスポーツ。激しい運動は
ありません。集中力を高めて、心地よい汗を！

8/27～9/24　
毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

初めてのカーリンコン体験
～誰でも簡単　床上カーリング～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

竹田　慎一【講 師】

全くゼロからパソコンを始める講座です。まず
は電源を入れてマウスの操作からです。

8/27～9/24　
毎週木曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円
■対 象 これからパソコンや
　　　　　　　タブレットを始めたい方

全然分からないから始めるパソコン
～まずは電源と操作と検索から～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

島部　都【講 師】

メイクの基本と実技を学びながら自分らしさ
を発見して、心も元気に笑顔になりましょう。

8/27～9/24　
毎週木曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　500円
■対 象 女性

心も元気になれるメイクセラピー
～メイクの基本技法と心との関わり～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

小澤　加代子【講 師】

仲間と一緒に楽しくハーモニカを吹いて健康
な体にしましょう。初めての方もご一緒に♪

8/27～9/24　
毎週木曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　150円
■対 象 ハーモニカ（C調）
　　　　　  をお持ちの方

友達になろうハーモニカと
～手軽に吹いて音色を楽しもう～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

田中　茂【講 師】

スライドショー制作から投稿まで手順と方法を
学びます。

8/19～9/16　
毎週水曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,200円
■対 象 ホームページを閲覧
　　　　　　 できる程度のパソコ
　　　　　　 ン操作ができる方

写真で始めるYouTube
～明日からあなたもユーチューバー～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

東明　健二【講 師】

仲間と一緒に楽しみながら、健康で美しい姿勢
づくりに挑戦してみませんか！

8/18～9/15　
毎週火曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　500円

スポーツウエルネス吹矢で健康づくり
～体幹力アップで美しい姿勢を～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

もふ☆もふ【講 師】

風船で人気のかわいい動物を制作。一芸を身に
付け、カラフルな世界を楽しみませんか？

8/18～9/15　
毎週火曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,000円

バルーンアートで動物園を作ろう！

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

進藤　真紀【講 師】

美しいメロディーラインの2曲に挑戦。心と身
体で学ぶフラ。自然と笑顔がピカピカに！

8/19～9/16　
毎週水曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■対 象 女性

ピカピカのフラダンス

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

北村　清美【講 師】

旅行に役立つ簡単フレーズを学びながら、ルネ
サンス期の三大画家を紹介します。

8/19～9/16　
毎週水曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

イタリア語超入門
～イタリアの巨匠たち～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

廣田　大【講 師】

老若男女に愛される夜景。でも夜景ってなぜき
れいなの？そのなぜを要素ごとに学びます。

8/19～9/16　
毎週水曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

～日本新三大夜景～
札幌夜景の魅力

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

岡崎　真佐子【講 師】

腰痛・肩コリや他の症状に応じた簡単な体操で
心も体もスッキリ！めざせ、痛みとおさらば！

8/19～9/16　
毎週水曜　
18:45～20:45〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　1,800円

背骨コンディショニングで健康に
～○○の症状には、こんな体操！～

申し込み
締め切り 定員20名6月25日（木）

講師の“肩書き”が載っていないのはなぜ？！
　ご近所先生企画講座は、『知識や技術をお持ちの方なら、誰でも講師に応募ができる』を理念としてい
ます。
　近所のお父さんが趣味で調べた地域の昔話を披露したり、料理が上手な隣のお母さんに漬物の作り方
を習ったり…。このようなイメージがご近所先生企画講座の出発点です。
　肩書きを書く欄を設けてしまうと、そういった『資格はないけど物知りな方々』の講座が作りにくくなっ
てしまうため、あえて全員の肩書きを掲載しておりません。
　なお、申込前に講師の経歴を知りたい方は、お電話で事務局にお問い合わせいただければ、事務局で
知っている限りの情報をお知らせします。

ご近所先生ミニトリビア

　　　　　　　タブレットを始めたい方

※感染症拡大予防のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。
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働く人のためのマインドフルネス～今に集中してストレス解放！～

18：30～20：30〈全2回〉

7/1～8　毎週水曜

今話題の瞑想法！“あなた自身”で思考や感情の整理ができるワザを体験して身につけよう。

■会 場 札幌市民交流プラザ（中央区北1条西1丁目）

定員24名

■受 講 料 3,000円

いつも仕事のことが頭から離れず、
休んだ気がしない毎日。そこで、良い
方法を模索中に知ったのがマインドフ
ルネス！どこでも手軽に始められるこ
とが良いと思いました。書いたり、
アートを使った瞑想も楽しいです。

友人に勧められて体験してみました。
リフレッシュと言ってもスマホゲームば
かりしていたがマインドフルネスだとそ
の後の爽快感が結構いいです。内容も
工夫されていて取り組みやすいです。

体験者の声

講 師
札幌アートセラピースクール Prem Prem　
遠藤　さちこ

18：30～20：008/27　木曜

手は人体の縮小版です。身体の冷え・ゆがみ・肩こ
り・便秘にも、５分でできる簡単セルフケアを。

【さっぽろ市民カレッジ×図書・情報館 夜活セミナー＃3】
働く女性のための指ヨガ～通勤・休憩中の５分でリフレッシュ～

講 師
（一社）手のひらセルフケア協会
指ヨガインストラクター　皆森　恵子　

～お薦めのプロが教える～相手の心に飛び込む魔法の対人術

10：00～15：008/1　土曜

ビジネスでも私生活でも！
よりよい伝え方・態度・接し方のポイントを、理論とゲームで楽しく学ぼう。

■受 講 料 3,000円

■受 講 料 1,600円 ■対 象 女性

講 師
日本俳優連合（理事長・西田敏行）
日本演劇教育連盟全国委員、藤女子大学非常勤講師
金田一　仁志

5月25日（月）申し込み締め切り

6月25日（木）申し込み締め切り 定員20名

6月25日（木）申し込み締め切り 定員10名

STVテレビ
「どさんこ市場」
（毎週金曜午前）

キャスターでおなじみ！

内容
●指ヨガって何？
●変化を体感！
　基本の指ヨガ
●クイックコースを
　覚えよう

ビジネス・
スキルアップ

わかる！使える！マーケティング

19:00～21:00〈全4回〉6/15～7/6　毎週月曜

■受 講 料 6,000円

受講者の声

今までのマーケティングに

対するイメージが変わった

ことが大きな変化でした！

グループワークがあって、た

くさんの意見や考えをディス

カッションできて、楽しかっ

たです。

マーケティングプランナー
臼井　栄三講師

私たちの身近な例を題材にしながら、着実にマーケティング思考を身につけていきます。

5月25日（月）申し込み締め切り 定員20名

※感染症拡大予防のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

13：00～17：007/11　土曜

仕事の本質を学び、あなたの得意・不得意を知る。
今日から始めよう、新しい「働き方改革」。

5月25日（月）申し込み締め切り 定員20名

■受 講 料 3,000円

シゴト基礎スキルとは？

あなたのシゴト基礎スキル診断講座
～間違った“業務効率化”から卒業しよう！～

どの仕事・職種にも役立つスキルのことです。職種や部署が違うと仕事の内容は異なり、そ
れぞれの専門性が必要となります。しかし、その中には誰にでも共通する仕事のしくみがあ
ります。言い換えるならば、「基礎スキル＝非専門的スキル」をこの講座で学びます。
講座前には、シゴト基礎スキルを数値化する診断をインターネット上にて行います。自分の
不得意を知って、“仕事ができる人”を目指しましょう！

マインドフルネスとは！？
マインドフルネスとは、雑念をできるだけ軽減し、
リラックスして“今だけに集中されている心の状態”
をつくることです。この講座では、仕事をするうえで
生かせるさまざまなマインドフルネスの手法を紹介
します。

講 師
一般社団法人日本タイムマネジメント協会　
理事　行本　明説　
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まちづくり・
スキルアップ

【札幌市立大学・社会福祉法人藻岩この実会連携講座】
～障がいのある子どもの子育て～
高校卒業後の生活と仕事

就労支援や居住支援など高校卒業後の生活について学
びます。

■受 講 料 800円
■対 象 障がいのある子どもがいる家族

5月25日（月）申し込み締め切り 定員24名

10:00～12:007/4　土曜

～何かやりたいと考えている人へ～
社会に役立つ仕事づくり・基礎編

身近な課題を解決に導く！社会的起業についてイチから
学びます。

■受 講 料 4,300円

NPO法人札幌チャレンジド
理事長　加納　尚明講師

10:00～17:00〈全2回〉6/20～6/27　毎週土曜

～アイディアを形にするために～
社会に役立つ仕事づくり・ワークショップ編

「やりたい！」気持ちはあるけれど、なかなか進まない方
へ！活動のヒントをお伝えします。

■受 講 料 2,100円

7月25日（土）申し込み締め切り 定員20名5月25日（月）申し込み締め切り 定員20名

NPO法人札幌チャレンジド
理事長　加納　尚明講師

10:00～17:009/26　土曜

活動を行う上でのポイント
や仲間作り、組織作りの話、
収入の考え方についてもお
伝えします。

事業計画書や資
金調達・広報など
気になることを学
びませんか？

「家庭から離れた生活の
場にはどんな場所がある
の？」「費用は？」「収入
は？」「環境は？」など成
人から壮年期の暮らしに
ついて学びます。

講師 社会福祉法人藻岩この実会　もいわサポートセンター
管理者　石井　敏三

さっぽろ10区めぐり特別編
～マラソンコースの歴史文化散歩～

選手たちが走るコースには歴史や文化の足跡がいっぱ
い！オリンピックのテレビ観戦がもっと楽しくなる街歩き
講座です。

■受 講 料 2,100円

【東京2020応援プログラム】

講師
（一財）北海道文化財保護協会
副理事長　田山　修三

日　時 内　容 会　場

6/24
14：00～16：00

■概論＆フィールド
　ワーク１
●マラソンコース
 周辺の歴史
 文化の足跡
●大通公園エリアの
  散策

札幌市資料館
（中央区大通西13）
2階　研修室

7/1
14：00～16：00

■フィールドワーク２
●創成川通エリアの
  散策

創成川通エリア

7/8
14：00～16：00

■フィールドワーク３
●北海道大学エリアの
  散策

北海道大学エリア

趣味・教養を
広げる

ルールは？歩き方は？ウォーキングとの違いは？　
観戦前に競歩の独特な歩き方をちょっと体験！

■受 講 料

10:00～12:007/12　日曜

1,100円

ウォーキング講師
吉田　ゆう子講 師

ちょっと体験！競歩

講 師
護身術＆カイロプラクター
片野　美和子
8/4　火曜
10：00～12：00
700円
小学4～6年生（要保護者
同伴1名まで）

■開催日時

■受 講 料
■対 象

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。

子どものための護身術

申し込み
締め切り 定員25名6月25日（木）

講 師
東洋水産株式会社　
北海道工場研究開発課　
スタッフ
8/6　木曜
10：00～12：30
700円
東洋水産株式会社北海道
工場（小樽市銭函5-61-1）
小学4年生～中学生（要
保護者同伴1名まで）

■開催日時

■受 講 料
■会 場

■対 象

みんな大好きな「つけ麺」作りに
チャレンジ！「やきそば弁当」の工
場見学・お土産付き。

【東洋水産株式会社連携講座】

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～
申し込み
締め切り 定員10名6月25日（木）

子ども向け

【東京2020応援プログラム】

5月25日（月）申し込み締め切り 定員20名

天候にもよりますが、当日の講座終了後、希望者全員で大
通に移動し、実際の競歩のコースを歩いてみる“オプション
体験”を予定しています。ご希望の方は午後の予定を空け
ておいてください。

オプション体験

激動の幕末を駆け抜けた、藩や人々の様々な運命。志士た
ちの足跡を、たどります。

※7/23を除く14:00～16:00〈全4回〉
7/2～7/30　木曜

■受 講 料 3,600円

北海道龍馬会
事務局長　小宮山　一夫講 師

幕末奇譚
～志士たちの群像～

5月25日（月）申し込み締め切り 定員60名

※感染症拡大予防のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

5月25日（月）申し込み締め切り 定員30名

　新型コロナウイルス感染症対策の一環として多くの講座やイベントが延期または中止となっていることから、

みなさまに最新の情報をお伝えするため、「ら・ちえりあって7月号」は発行を延期し、「ら・ちえりあって8・9月号」

としての発行を予定しています。

　発行を楽しみにしていただいていた皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い

申し上げます。

ら・ちえりあって7月号　発行延期のお知らせ
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FAX 011-671-2334
※番号はお間違えのないようにご注意願います。

受付日付　　　担当 入力日付　　　担当 発送日時　　　担当

講 座 名

氏 名

ふ り が な

住 所

〒　　　　ー

電 話 番 号

年 齢 ／ 性 別

この冊子の入手先 ちえりあ  ・  郵便局  ・  他公共施設  ・  その他

※個人情報に関する取り扱いについて

区

歳 男　・　女

※講座ごとに締め切り日が異なります。 ※申し込み多数時は抽選となります。抽選は締め切り日の翌日以降に行います。
※締め切り後、定員に達していない場合は開講日前日まで先着順で受け付けます。

申し込み締め切り日（必着）までに上記の方法でお申し込みください。

受講したい講座を
申し込む

講座内容の変更について 講師の都合によって講座内容および日程が変更になることがあります。

受講料以外の費用について 受講にともなう教材費、現地学習にともなう諸費用などは自己負担となります。

受講対象 主に15歳以上の札幌市民または札幌市内に勤務・通学している方（一部子ども対象講座あり）。

講座のお申し込みから受講までの流れ

申し込み方法 はがき／FAX／ホームページ／ご来館

必要事項 講座名／氏名（ふりがな）／郵便番号・住所／電話番号／年齢・性別

締め切り

お申し込み 〒063-0051  札幌市西区宮の沢1条1丁目1-10
札幌市生涯学習センター 事業課   FAX 011-671-2334   URL http://chieria.slp.or.jp/

※一度ご納入いただいた受講料の返金はできませんのでご了承ください。ただし、市外への転居や本人の転勤・入院など、やむを
得ない事情と認める場合は例外とします。その場合についても、規定の手数料￥1,100をいただきます。

※開講後の講座の受講料は、いかなる理由があっても返金できません。

結果が届く

受講料のお支払い

お申し込みされたすべての方に、受講の可否を郵便にてお知らせします。
 （通常、講座の応募締め切り日から10日以内にお届けします）

 郵便振替・銀行振り込みまたは現金での事前納入をお願いいたします。
 （詳細は受講決定通知書をご確認ください）

開講当日、会場へ
受講決定通知書に記載されている、所持品・会場等を確認の上、
講座開始の15分ほど前までに会場にお越しください。

※受講が決まった方には、受講決定通知書（所持品、会場、詳しい講座内容を記載）、払込取扱票などをお送りします。
※受講決定通知書が届いた後に、やむを得ず受講ができなくなった場合は必ずご連絡ください。

講座専用FAX申込用紙

※ご近所先生企画講座については開講前にオリエンテーションを行うものがあります。

お預かりした個人情報は、さっぽろ市民カレッジ講座などの事業の円滑な実施、各種アンケート、イベント案内などのため使用させていただきます。個人情報は、法令その他の規範を守って適切に管理
し、あらかじめお客さまの同意を得ることなく、目的以外に使用することや第三者に提供することはありません。

受講料の割引について

割引手続きの流れ
（STEP2以降）

公益財団法人札幌市中小企業共済センター TEL221-3984

受講決定

札幌市生涯学習センターへ割引利用の連絡

受講料納入（割引金額）※現金での納入はできません

講座初回、会場受付にて利用券の提出

さぽーとさっぽろ事務局へ利用券の申請

さぽーとさっぽろ事務局

〈さぽーと会員〉
下記講座は受講料が￥1,000割引になります。
わかる！使える！マーケティング

働く人のためのマインドフルネス

あなたの「シゴト基礎スキル」診断講座　

相手の心に飛び込む魔法の対人術

働く女性のための指ヨガ

労働に関する知識あれこれ

学社融合講座は、大通高校に通う生徒と一般市民
がグループワークや一緒に学び合うことにより、お
互いの考え方や知っていることに触れ合う機会に
なっています。

◆さまざまな世代と共に学ぶ！

大通高校は地下鉄東西線「西11丁目」駅から徒歩5
分と札幌の中心部にあります。

◆通いやすい札幌の中心部に位置！

《アクセス》
公共交通機関をご利用ください
■地下鉄
　東西線「西11丁目」駅から
　徒歩5分
■JR
　「札幌」駅から徒歩18分
　「桑園」駅から徒歩20分
■市電
「中央区役所前」停留場から
　徒歩7分

ロイトン札幌

石
山
通

STV

かでる2-7
道警本部

第三合同庁舎 第二合同庁舎

裁判所

大通公園

北大植物園

教育文化会館

市立札幌
大通高等学校

地下鉄東西線 「西11丁目」駅

市立札幌大通高等学校 札幌市中央区北2条西11丁目

特徴

学社融合講座
市民と市立札幌大通高校の
生徒が一緒に学ぶ講座

労働トラブルに巻き込まれず充実した生活を送れるよう
労働に関する基本的な知識を学びます。

17：50～19：20〈全5回〉
7/10、7/17、8/21、9/4、9/11　金曜

■受 講 料 6,000円

5月25日（月）申し込み締め切り 定員15名

特定社会保険労務士　
吉村　英範講 師

～知ってから働こう！～
労働に関する知識あれこれ

茶道裏千家　淡交会札幌第二支部
正教授　森田　宗照

講 師

7/1、7/8、7/15、7/22、
8/19、9/9、9/16　水曜
15：20～16：50〈全7回〉
4,500円
1,000円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名5月25日（月）申し込み
締め切り

茶道の歴史を学び、和室でのマナーやお客様の
作法など立ち居振る舞いを身に付けます。

茶道の話
～日本の伝統文化にふれる～

理学療法士
畑原　理恵

講 師

7/1、7/8、7/15、7/22、
8/19、9/9、9/16　水曜
17：50～19：20〈全7回〉
4,500円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員10名5月25日（月）申し込み
締め切り

日常生活に体幹トレーニングを取り入れて運動
不足を解消しませんか。

生活動作の中で生かす
体幹トレーニング

株式会社構研エンジニアリング
副社長　池田　憲二

講 師

7/8、7/15　水曜
17：50～19：20〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

定員15名5月25日（月）申し込み
締め切り

自然や社会環境の変化に対し、どんな取り組みを
講じ、より良い生活を目指しているか考えよう。

地球環境と私たちの生活③
～社会を支える土木技術と防災を考えよう～

国際現代書道展
会員　磯部　馨香

講 師

7/10、7/17、8/21、9/4、
9/11　金曜
17：50～19：20〈全5回〉
6,000円

■開催日時

■受 講 料

定員15名5月25日（月）申し込み
締め切り

様々な場面や書式に合わせた美しい文字で印象
アップを目指しましょう！

筆ペン実践講座

特定非営利活動法人　北海道グリーンファンド
理事　小林　ユミ

講 師

7/22、8/19　水曜
17：50～19：20〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

定員15名5月25日（月）申し込み
締め切り

自然や社会環境の変化に対し、どんな取り組みを
講じ、より良い生活を目指しているか考えよう。

地球環境と私たちの生活④
～暮らしを支える電気を考えよう～

ノーマライゼーション住宅財団理事
一級建築士　川本　謙
ノーマライゼーション住宅財団理事
車椅子の建築士　牧野　准子

講 師

9/9、9/16　水曜
17：50～19：20
〈全2回〉
1,900円

■開催日時

■受 講 料

定員15名7月25日（土）申し込み
締め切り

自然や社会環境の変化に対し、どんな取り組みを
講じ、より良い生活を目指しているか考えよう。

地球環境と私たちの生活⑤
～暮らしの場、住宅環境を考えよう～

7/10、7/17、8/21、9/4、9/11　金曜

17：50～19：20〈全5回〉

※感染症拡大予防のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。




