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ビジネス・スキルアップ講座

会議に役立つ
シリーズ

定員20名7月25日（木） 定員20名8月25日（日）

札幌保健医療大学　
保健医療学部　栄養学科　
教授　荒川　義人　他

講  師

9/11 水曜
10：00～11：30
9/18 水曜
14：00～15：30
10/8 火曜
14：30～16：00〈全3回〉
3,000円

■開催日時

■ 受 講 料

テレビでおなじみの荒川先生の解
説を現地学習で、「札幌黄」と「札幌
大球」の魅力を堪能します。

さっぽろ圏・ブランド野菜農場めぐり 
～玉ねぎとキャベツの美味しい話～

申し込み
締め切り

10/23～10/30　
毎週水曜
19：00～21：00〈全2回〉
3,000円

■開催日時

■ 受 講 料

申し込み
締め切り

ビジネスにおいて「いいね」「シェ
ア」などのアクションを多く得るた
めの秘訣とは？

SNSを活用したPR術
～共感を得るための見せ方～

7/10～7/24　毎週水曜
18：45～20：15〈全3回〉
1,500円

■開催日時

■ 受 講 料

「楽しく活発な話し合い」を支援す
るための記録のスキルを体験的に
学びます。

【学習支援者協働企画講座】

体験！会議に役立つ記録法
～ファシリテーションを使おう～

定員20名

丸山環境教育事務所
代表　丸山　博子コ ー ディネ ー タ ー

定員20名7月25日（木）

9/11～9/25　毎週水曜
18：45～20：15〈全3回〉
1,500円

■開催日時

■ 受 講 料

申し込み
締め切り

「楽しく活発な話し合い」を支援す
るための意見の整理法を体験的
に学びます。

【学習支援者協働企画講座】

体験！会議に役立つ意見整理法
～ファシリテーションを使おう～

丸山環境教育事務所
代表　丸山　博子コ ー ディネ ー タ ー

8/28　水曜
18：45～20：45
800円

■開催日時

■ 受 講 料

体験を通して「楽しく活発な話し
合い」のコツを学びます。

【学習支援者協働企画講座】

会議を進行するコツ入門編
～ファシリテーションを使おう～

定員20名

丸山環境教育事務所
代表　丸山　博子コ ー ディネ ー タ ー

先着順受付中先着順受付中

SKETCH　プランナー
矢北　博之コ ー ディネ ー タ ー

現地学習

■9月18日（水）
■ヴェール農場（江別市角山442-4）
　※9月18日は車でお越しいただけます。

■10月8日（火）
■吉田農園（清田区真栄）

札幌大球農場見学

札幌黄農場見学
伝えたいこと対して、共感を
得られるような発信の仕方
を学びます。これまでに数々
のイベントや広告などの企画
に携わってきたプロのプラン
ナーの事例や、SNS、ウェブ
サイトを活用したマーケティ
ング支援を行う講師の話を
聞いてみましょう。

※10月8日は駐車スペースが少ないため、車での
　お越しはご遠慮ください。バス時間等につい
　　　　ては別途案内をいたします。

さっぽろ市民カレッジ vol.68

ちえりあの講座がより良くなるように話し合う「企画委員」として、さっぽろ市
民カレッジの立ち上げから関わっている臼井栄三先生にちえりあのビジネス講
座の魅力を聞きました。

最近のビジネスの現場では、自分の担当分野だけでなく、幅広い分野に通じる
ことがより良い仕事につながっていくと言われています。ちえりあの講座の多
くは、さまざまなビジネスシーンで生かせる内容になっています。
例えば、私が講師をしている発想力の講座は、今までとは違う見方・考え方の
コツを学ぶことで新たな発想につながり、企画分野だけではなく、その発想か
ら仕事をスムーズに進めることや効率化につなげることもできます。
また、講座にはいろいろな分野の方が参加するので、“違う業界の人はこんな
発想をするんだ”と受講者同士に良い刺激になります。
そして何より、誰でも幅広く学んでもらうことができるよう、難しい専門的な内
容であっても講師がわかりやすく伝えてくれるので受講しやすいでしょう。

●今の時代のビジネスに求められるのは、幅広い分野の知識!?

ビビッ！！と相手の心に響くキャッチコピーの作り方
を学び、想いを効果的に伝えましょう！

あなたの伝えたいことを書くだけではNG…。受け手側が
魅力的に感じるアプローチのコツを伝えます。

■受 講 料

10：00～16：00
※休憩1時間を含む

9/28（土）

マーケティングプランナー　臼井　栄三講  師

4,200円

7月25日（木）申し込み締め切り

～ビビッと心に響く！！～
キャッチコピーの作り方

名案を生み出すために、自身の中に眠っている発想
力を目覚めさせる講座です。

■受 講 料

19：00～21：00　※10/14、11/4、11/11を除く

9/30～11/25　毎週月曜〈全6回〉

マーケティングプランナー　臼井　栄三講  師

8,600円

7月25日（木）申し込み締め切り

～アイディアを生むコツ～
発想力を身につけよう！

起業に興味があるけれど、お金や法律などの仕組み
がよくわからない方におすすめです！

先着順受け付け中

■受 講 料

10：00～12：00〈全3回〉

7/16～7/30　毎週火曜

起業家　御郷　未奈コー ディネー ター

4,200円 ■対 象 女性

■対 象 20～35歳の一般市民

■会 場 海鮮個室居酒屋
春花秋灯南4条店

（中央区南4条西4 
すずらんビル4F）

初めて起業する女性に必要な知識
～WEBで売れる仕組みとお金の話～

●臼井先生の講座はとても惹
きつけられ、あっという間の
一日でした。

●いろいろな視点でキャッチ
コピーが作られているのか
がわかりました。

参加者の声

参加者の声
●アイディア出しはおもしろ

く、続ければ想像力がつき
そうだと思いました。

●逆の発想がおもしろかったです。
●キーワードから考えると発想し

やすいとは知らなかったです。
●言いたいことをどんどん言うと、

いろんなアイディアが浮かんでく
るなと思い、楽しかったです。

受講してみて
●税金や保険料がとてもかかるこ

とがわかり、売上をあげること
に対して真剣に取り組もうと強
く思いました。開業届けや青色
申告の話はためになりました。

●IT系は難しいイメージがありま
すが、わかりやすく説明していた
だいたので、抵抗なく聞けました。

一人一人の事前アンケートに基づき、各受講者が抱える困りご
とを 講 師 が 一 つ 一 つ丁 寧 に 答 える 講 義 と ア チ ーバ ス

（Achievus）とよばれるボードゲームでコミュニケーション力
ＵＰの方法を体験的に学びます。また、ゲームで仲良くなった
メンバーと楽しく交流する異業種交流会を開催します。

8月25日（日）申し込み締め切り

■受 講 料

14：30～18：0010/19（土）

3,000円
■異業種交流会費 3,500円

～20歳から35歳のための～
職場の苦手な人とのコミュニケーション術

昨年度の村本先生の
講座を受講してみて

●最初は４時間…長いどうし
ようと思いましたが、あっと
いう間で楽しく学べました。
月曜日からの仕事にすぐ活
かせることばかりでした。

ビジネスマンスクール札幌
代表　村本　麗子講  師 アチーバスの

体験者の声
初対面の相手でも50分後には
仲良くなっていた」「10回飲みに
行くよりも1回のアチーバスが
良い」などビジネスや教育の場
で多く取り入れられています。

あなたの企画や商品をもっと魅力的に伝える
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マーケティングプランナー　臼井　栄三
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さっぽろ市民カレッジ

さっぽろ市民カレッジから誕生した3つのカメラボランティアグループ「ハピネス」「YOU
快」「トレトレ」はロビーコンサートやちえりあフェスティバルなどのちえりあの記録写真
を撮影しています。撮影した写真は出演者へ渡したり、チラシやパンフレット、ちえりあの
ホームページに掲載したりなど、さまざまなところで活用されています。
8月27日（火）から開催のカメラボランティア活動展では、メンバーが撮影したちえりあの
イベントの写真や自慢の写真1枚を展示しています。ぜひご覧ください。

カメラボランティア活動展

vol.68

障がいのある子どもの家族がどうやってさま
ざまな専門家と手をつないでより良い子育て
環境を作っていくかお話します。

教育分野 福祉分野

家族

8/27（火）～9/5（木）開催
1Fちえりあロビー

ボランティア・まちづくり

カメラで始める
　ボランティア活動
～あなたの趣味が社会貢献に♪～

■受 講 料

18:45～20:1510/10（木）・10/17（木）・10/24（木） 11:45～14:1510/12（土）

14:00～15:30〈全5回〉10/20（日）

18:45～20:1510/3（木）

フォトボランティア「ポレポレ」
会長　江上　宏講  師

3,000円 ■対 象 デジタルカメラをお持ちの方
■申し込み締め切り 8月25日（日） ■定 員 20 名

施設や団体、地域の人たちの集まる行
事では、スタッフが運営で忙しく、記録
や広報に使う写真が撮影できなかった
という声がよくあります。カメラボラン
ティアはそのような場で撮影スタッフと
して活動するボランティアです。

カメラ操作に自信がない方でも、講座
開講前に基礎レクチャーがあるととも
に、講座中にわからないところがあって
も、過去の受講修了者（学習支援者）が
きめ細やかにサポートしてくれます。

●カメラボランティアってなに？

「写真撮影が好きで、そんな好きなこと
を生かしたい！」という方が集まった
とっても楽しい講座です。撮影実習で
は、お互いが撮影した写真を見ながら
教え合うことも。講座終了後には、既存
のカメラボランティアグループに入って
活動を続けたり、新しくグループを立ち
上げて活動するなどさまざまで、写真
が好きな方と新たに出会えるチャンス
かもしれません。

●過去の受講修了者（学習
支援者）による安心サ
ポートもあり！

●写真を撮ることが好きな
人が集まった、とっても
楽しい講座です！

受講してみて
写真をきっかけにいろいろな人と知り
合い、話すことができて楽しかったです。
撮影した写真をグループでチェックし、
良いと思った写真を先生の講評も交え
て学び合えたのがとても良かったです。

自分の思いをカタチにしたい方、子どもと関わる地
域活動をはじめてみませんか？

先着順受け付け中

■受 講 料

14：00～16：00〈全2回〉7/22（月）・7/29（月）
1,500円

●子どもとのかかわり方が少し
わかったような気がします。
　意見交換交流もでき、すべて
体験が生きたものなので、と
ても豊かな時間でした。

子どもたちが笑顔で過ごせる地域の居場所“子ども
食堂”の今を、知って、見て、味わいます。

7月25日（木）申し込み締め切り

■受 講 料

14：00～16：00〈全3回〉9/6（金）・9/20（金）

14：30～17：309/10（火） 15：30～18：309/18（水）
3,000円 ■その他費用 約500円（食事代）

※2回目は現地学習

行ってみよう！子ども食堂

●子ども食堂＝貧困対策のイ
メージとは違うことを学べ
て良かったです。

まちを知ろう

姉妹都市連携60周年。どんな都市
なのか、今までの交流やこれからの
展望を考えます。

【札幌国際プラザ協力講座】
札幌の姉妹都市 ポートランドの魅力
～全米住みたい都市上位の訳は～

【札幌市立大学連携講座】
創成川東地区の歴史の足跡を巡る
～札幌の文化財をたどる〈秋〉～

9/28　土曜
14：00～16：00
800円

■開催日時

■受 講 料

元札幌国際プラザ
参事　後藤　道

講  師

9/26～10/10　毎週木曜
14：00～16：00〈全3回〉
2,100円
9/26は東札幌図書館（白
石区東札幌4条4丁目）
10/3は白石小学校(白石
区本通1丁目）
10/10は白石区民セン
ター（白石区南郷通1丁目）

■開催日時

■受 講 料
■会 場

北海道教育大学岩見沢校
特任教授　田山　修三

講  師

9/3～9/10　毎週火曜
14：00～16：00〈全2回〉
1,500円
9/3は札幌市立大学サテライ
トキャンパス（中央区北4西5）
9/10は札幌市民ギャラリー
集合（中央区南2東6）

■開催日時

■受 講 料
■会 場

申し込み
締め切り

申し込み
締め切り

申し込み
締め切り

申し込み
締め切り

なぜここに？！現役の小学校内にあ
る歴史資料室を見学。由緒ある白石
の今昔をトコトン感じる３週間！

さっぽろ１０区めぐり
～白石区・善俗堂編～

定員20名7月25日（木）7月25日（木） 定員30名7月25日（木） 定員20名

豊平川や創成川沿いの記念碑や建
造物などの講義や見学を通して札
幌のまちづくりを学びます。

札幌市立大学デザイン学部　
教授　羽深　久夫コ ー ディネ ー タ ー

日にち

7/22
現代の子どもを取り巻く課題と
地域の取り組みの紹介

北海道文教大学　人間科学部
准教授　吉岡　亜希子

現地学習
むくどりホーム・ふれあいの会に
行ってみよう！

むくどりホーム・ふれあいの会
代表　柴川　明子
　　  浜口　由佳
北海道文教大学　人間科学部
准教授　吉岡　亜希子

7/29

内容 講師

日にち

9/6
●  子ども食堂とは
● “居場所”としての子ども食堂
●  子どもは何に困っているのか

札幌学院大学人文学部
准教授　井上　大樹

１班　現地実習　にじ色子ども食堂
（②班の方はお休み）9/10

２班　現地実習　西野子ども食堂kaokao
（①班の方はお休み）9/18

●  見学で学んだことの意見交換
●  子どもを支えるさまざまな活動

札幌学院大学人文学部
准教授　井上　大樹9/20

内容 講師

社会福祉法人藻岩この実会
ほっと相談センター　

管理者　勝見　馥
講  師

■受 講 料 800円

先着順受け付け中

10：00～12：007/20（土）

■対 象 障がいのある子どもがいる家族

一歩前に進む！
子育てチーム作りの

ススメ

【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を育てるあなたへ～

館平豊

地域で子どもを育てよう

上げて活動するなどさまざまで、写真
が好きな方と新たに出会えるチャンス

に、講座中にわからないところがあって
も、過去の受講修了者（学習支援者）が
きめ細やかにサポートしてくれます。

自由参加（カメラ操作の超入門）

受講してみて

受講してみて

定員15名 定員10名

※現地実習の班は希望を調整して決定します。希望通りにならない場合もあ
りますので、ご了承のうえお申し込みください。

定員20名

かおり
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～知るともっと面白くなる！～
ラグビー観戦入門

9/2　月曜
13：30～16：30
1,900円

■開催日時

■受 講 料

試合のどこに注目すればよい？！現
役選手の解説で観戦の面白さが倍
増する、座学中心の講座です。

北海道バーバリアンズ
ラグビー＆スポーツクラブ
吉田　甲大
馬渕　勝

講  師

定員20名

講  師
農研機構　種苗管理センター
北海道中央農場
農場長　大堀　英幹　他
9/5～9/26　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

北海道の気候・風土に適合し全国一
の生産量のジャガイモの歴史、畑
作、食文化を学びます。

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

北海道産ジャガイモの辿りと畑作
～その原産地は南米アンデス～
申し込み
締め切り 定員30名7月25日（木）

講  師
地中海文化研究家
手嶋　兼輔
8/29～9/19　毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

イランの歴史や今を、宗教や革命の
お話も交えながら学びます。

イランってどんな国？
～その歴史と文化～

定員60名

講  師
札幌音楽家協議会
会員　加藤　久恵
9/6～10/11　毎週金曜
9：50～11：50〈全5回〉
※9/20を除く
4,500円

■開催日時

■受 講 料

童謡や流行歌など、日本の美しいメ
ロディーを一緒に歌ってみましょう。

日本の歌をうたおう・秋

申し込み
締め切り 定員100名7月25日（木）

講  師
地中海文化研究家
手嶋　兼輔
10/3～10/24　毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

世界各地域の共同体のモデルとし
て注目が集まるEUの今後について
考えます。

解説！現代史・秋
～揺らぐヨーロッパ　EUの過去・現在・未来～

申し込み
締め切り 定員60名8月25日（日）

講  師
幕末箱館歴史研究家　
近井　健治
10/31～11/28　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
※11/21を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

没後150年、箱館戦争で散った土
方歳三。彼の死には多くの謎が残
る。その謎解明に挑む！

続・土方歳三、箱館に死す
～そして150年、真相に迫る～

申し込み
締め切り 定員50名8月25日（日）

講  師
北海道龍馬会
事務局長　小宮山　一夫
10/3～10/24　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

新政府軍に従うか、徳川家への忠義
か。諸藩のラスト・サムライたちの苦
悩の決断とは。

敗者の戊辰戦争
～ラスト・サムライ、それぞれの決断～

申し込み
締め切り 定員50名8月25日（日）

講  師

学校法人柏学園　認定こども園
南幌みどり野幼稚園　園長
札幌大谷大学・北翔大学　
講師　枡谷　隆男
9/1、9/8、9/29、10/6　
日曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

クラシックから世界の諸民族の音
楽まで、世界のいろいろな「声」を鑑
賞します。

日曜音楽サロン
～声で巡る世界の旅 vol.2～

申し込み
締め切り 定員15名7月25日（木）

歴史・現代史

知って備える乾燥野菜～いつものもしも～

申し込み
締め切り 7月25日（木）

ちえりあの「減災発見シリーズ」講座

講  師
藤女子大学
人間生活学部食物栄養学科
教授　村田　まり子

日にち

10/2 歌って踊って♪
ダンシン’イングリッシュ

J☆Shine認定　英語講師　
櫻井　知子

10/16

おもちゃで遊ぼう！
育児が楽しくなるおもちゃ選び

おもちゃコンサルタントマスター
菊地　三奈10/23

親子で楽しく運動遊び
おやこヨガ

ヨガ講師　
菅原　道子

10/30 親子で体験！
楽しく・おんがく・リトミック

リトミック講師　
畠中　栄理香

内容 講師

趣味・ 教養を
広げる

先着順受付中

10：00～12：00〈全2回〉10/1（火）・10/8（火）　毎週火曜

8月25日（日）申し込み締め切り

いつもともしもの食べ方を知ろう！保存食としての乾燥野菜の作る・食べるをお伝えします。

■受 講 料 1,900円 ■材 料 費 500円

親子で
参加する講座

講  師 Ｈａｒｕフラワーデザインスタジオ
代表　森　直子

13：30～15：309/14（土）

7月25日（木）申し込み締め切り

フラワーアレンジメントを作って、おじいちゃん、おばあちゃんにプレゼントしよう！

■受 講 料 700円 ■教 材 費 1,200円
■対 象 5歳以上（小学生以下は要保護者同伴）※一般の方も参加できます。
■定 員 15名

10：30～11：30〈全4回〉　※10/9をのぞく

8月25日（日）申し込み締め切り

ジャンルの違う４つの講座を、親子で一緒にちょい体験♪子どもの意外な可能性が見つかるかも？！

■受 講 料 1,900円
■対 象 ２～３歳児の子どもとその親
■定 員 10名

講  師

アサヒビール㈱北海道工場　
社員
札幌まるやま自然学校
スタッフ

10：00～15：009/28（土）

7月25日（木）申し込み締め切り

ビール工場の見学とクラフト作り体験をしよう！（お土産付き）

■受 講 料 1,300円

■会 場 アサヒビール北海道工場
（南郷通4南1）

■対 象 小学生（要：保護者同伴1名まで）

■定 員 20名

10/2～10/30　毎週水曜

2回目は、保存食材を使った
調理実習！非常時にも使
えるレシピを体験します！

パパママも楽しく！子連れで歌おう♪
～もちろん泣いても大丈夫！～

7/9・7/23・8/6　火曜
10：30～11：30〈全3回〉
1,900円
親子（子どもの年齢制限
なし）

■開催日時

■受 講 料
■対　　象

楽しく歌ってリフレッシュ！お子さ
んが泣いても平気な講座です♪

ボイストレーナー
井上　美豊子

講  師

定員20名

パパママ自身が楽しん
で歌えるリクエスト曲、
子どもも楽しめる曲、子
どもに伝えたい曲など
を歌います。パパママの
良い声は、普段の会話
や読み聞かせなどにも
役立つ上、子どもの心の
安定にもつながります。

先着順受付中

家族で作ろう！敬老の日のフラワーアレンジメント

【アサヒビール株式会社連携講座】
～親子で体験～ビール工場見学と木のコースター作り！

２～３歳児　親子でま・な・ぼ～子育てプチ講座の詰め合わせ～

カミネッコンも
作るよ！

子どもがとても喜んではり
きって作っている姿が見れ
たことが良かったです！

受講した保護者の声

定員20名
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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

13時30分～15時00分〈全14回〉
※11/27、12/11、12/25、1/1、1/8、2/12、2/19を除く

10/9～2/26　毎週水曜

■受 講 料 7,800円 ■教 材 費 1,080円

申し込み
締め切り 定員10名8月25日（日）

基礎から学ぶ手話講座

聴覚障がいについて学びながら日常生活で使える手
話を覚えましょう。

講  師
公益社団法人札幌聴覚障害者協会
河村　明子

15時20分～16時50分〈全14回〉
※11/27、12/11、12/25、1/1、1/8、2/12、2/19を除く

10/9～2/26　毎週水曜

■受 講 料 7,800円 ■教 材 費 1,080円

申し込み
締め切り 定員10名8月25日（日）

点字入門
～点字に親しもう～

点字を学んで視覚障がい者とのコミュニケーション
手段を広げましょう。

講  師
点字指導員
舟崎　美奈子

太極拳札幌交流協会
代表　原田　稔

講  師

10/11～2/7　毎週金曜
15：20～16：50〈全14回〉
※11/29、12/27、1/3、
1/10を除く
4,800円

■開催日時

■受 講 料

定員15名8月25日（日）申し込み
締め切り 定員15名8月25日（日）申し込み

締め切り定員15名8月25日（日）申し込み
締め切り

北海道大学
アイヌ・先住民研究センター
准教授　山崎　幸治　他

講  師

10/9～11/20　毎週水曜
13：30～15：00〈全7回〉
10/16は清華亭（北区北7西7）、
10/23は北海道大学植物園

（中央区北3西8）で現地学習
3,600円
420円（植物園入園料）

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

工芸や歴史など、さまざまな角度
からアイヌの文化について学びま
す。

まちなかで触れるアイヌ文化

心と身体を癒やす太極拳の基本を
身に付けましょう。ダイエットや生
活習慣病予防にも◎

今日からはじめる太極拳

声楽家　飯田　香
声楽家　乙丸　朝子講  師

10/11～2/7　毎週金曜
15：20～16：50〈全14回〉
※11/29、12/27、1/3、
1/10を除く
4,800円

■開催日時

■受 講 料

みんなで心を合わせ、季節の歌、日
本の歌、外国の歌などを歌いましょ
う。

世代を超えて、
みんなで歌おう

１つ１つの動きをわかりやす
く解説しながら授業が進ん
だので、とてもわかりやす
かったです。手話に興味をも
てました。

受講してみて
以前から点字を学んでみた
くて、このような講座を探
していました。座学以外に
もゲームや音楽を取り入れ
て飽きのこない講座をして
くださりありがとうござい
ました。

受講してみて

さっぽろ市民カレッジ
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仕事に役立つ！片づけとモノの整理術

感じるデッサン～観察と探求～

仕事に使えるワード活用術～PCの仕組みの理解から始めます～

学社融合講座
講  師 ライフオーガナイザー ®

田川　瑞枝

17：50～19：20〈全4回〉
10/9～10/30　毎週水曜

自分の利き脳を知り、思考の整理をすることで、身の回りを片づける方法を学びます。

■受 講 料 4,200円

申し込み
締め切り 定員15名8月25日（日）

講  師 美術講師
竹居田　圭子

10：25～11：55〈全7回〉
10/11～11/22　毎週金曜

初心者でも大丈夫！構図や形の取り方を学び、じっくりとデッサンを描き上げましょう。

■受 講 料 3,000円

申し込み
締め切り 定員10名8月25日（日）

■教 材 費 300円

講  師 ナニカ製作所 
所長　竹田　慎一

17：50～19：20〈全7回〉
10/11～11/22　毎週金曜

PCの仕組みを理解した後、ビジネス文書作成実習を通してワード機能を身に付けます。

■受 講 料 7,200円

申し込み
締め切り 定員15名8月25日（日）

■教 材 費 700円
■対 象 パソコンの基礎操作ができる方

とても丁寧でわかりやすく、
素人の私も臆せずに教えても
らえました。また、他の受講
者や高校生ともフレンドリー
に話せました。

受講してみて

より実用的なワードの使用方法
を学ぶことができました。ワード
の検定はすでに受けていたので
すが、知らなかったこともあって、
とても勉強になりました。

受講してみて

とても勉強になる話を聞けて、
グループワークをしてさらに理解
が深まりました。また、学生、主婦
などのさまざまな方とお話できて
良かったです。

受講してみて

市民と市立札幌大通高校の生徒が
一緒に学ぶ講座
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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

キ
リ
ト
リ
セ
ン

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￥1,050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。

発想力を身につけよう！
キャッチコピーの作り方

SNSを活用したPR術
初めて起業する女性に必要な知識

職場の苦手な人とのコミュニケーション術
さっぽろ圏・ブランド野菜農場めぐり
仕事に使えるワード活用術
仕事に役立つ！片づけとモノの整理術
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撮影だけではなく、ダンスや音楽練習
にも使える「映像スタジオ」のご紹介

ちえりあの
おすすめの
貸室

札幌市生涯学習センターの「映像スタジオ」は照明機材が
あり、本格的な撮影ができます。また、撮影だけではなく、
鏡張りで防音となっているため、ダンスや音楽の練習にも
使えます。幅広い内容で利用できるお部屋ですので、みな
さんのご利用をお待ちしています。

照明機材の使用は専門スタッフとの打ち合わせをします。
音楽の練習で、振動の大きい打楽器等を使用する場合は
事前にご相談ください。

■基本料金（参考）

４，７００円午前区分
（９：００～１２：００）

６，４００円

●午後区分
　（１３：００～１７：００）

●夜間区分
　（１８：００～２２：００

※利用目的によって金額が変わりますので、お問
い合わせください。

不明な点やご利用の希望がある場合は

まで

お問い合わせください。
671-2200

日 曜日 イベント名 開場時間 開演時間 会場
入場料

問い合わせ先 /ＴＥＬ
前売り 当日

8 月 休館日

11 木 ちえりあ映画会「飛べ！ダゴダ」 9:30 10:00 ホール 無料
（要整理券） 札幌市生涯学習センター　メディアプラザ

671-2121
13 土 ロビーコンサート【中村　素子】　 － 12:30 ロビー － 無料

21 日 第6回　Neiro Piano Concert 12:45
（予定）

13:00
（予定） ホール 無料 ねいろの会

090-5229-4579

28 日 上原由美子バレエ教室
おさらい会　2019

17:00
（予定）

17:30
（予定） ホール 無料

（要整理券）
上原由美子バレエ教室（上原）
533-8160

30 火 ちえりあ親子映画会「ミッキーマウス」 10:00 10:30 ホール 無料 札幌市生涯学習センター　メディアプラザ
671-2121

日 曜日 イベント名 開場時間 開演時間 会場
入場料

問い合わせ先 /ＴＥＬ
前売り 当日

4 日 第1回　おさらい会 17:00 17:30 ホール 700円 Chiharu Body Arts（東）
080-6089-5659

11 日
札幌「大きな夢」
15周年記念公演「なんなんとうに雪がふる」

①12:30
② 16:30

① 13:00
② 17:00 ホール 1,800円 2,000円 札幌「大きな夢」

311-4895
12 月

13 火 休館日

14 水 第7回　ハイメスオーケストラ演奏会 16:30 17:00 ホール 一般　2,000円
学生　1,000円

NPO法人北海道国際音楽交流協会（ハイメス）
232-7592

17 土 西高OBオーケストラ　第35回　演奏会 15:00 15:30 ホール 1,000円 西高オーケストラOB会（岩佐）
823-4299

18 日 第25回　CANTIAMO 14:45 15:00 ホール 1,000円 連絡担当者：金井
090-6260-2876

25 日 ちえりあフェスティバル － 10:00 全館 無料
（一部有料）

札幌市生涯学習センター　事業課
671-2311

31 土 Late Summer Concert
～ピアノ・バロックダンス・合唱～ 13:50 14:00 ホール 無料 大村ピアノ教室（大村）

685-1039

ちえりあホール・ロビー　イベントスケジュール
※主催者の都合により、イベント名・開催日時・入場料等が変更になることがあります。

7月

8月




