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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

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

地球温暖化って？温暖化で地球にはどんな変化が起きて
いる？大きく地球を捉えて考えましょう。

■受 講 料

17：50～19：20〈全4回〉
4/22、5/13、5/20、5/27　水曜

2,800円 ■教 材 料 300円

2月25日（火）申し込み締め切り 定員15名

地球環境と私たちの生活①
～地球温暖化って？しくみや現状を考えよう～

日にち

4/22

5/13

地球温暖化とは何か、
そのメカニズムを考えよう

北海道科学大学工学部

講師　福原　朗子

「気体の温室効果」を
実験で確かめよう

北海道科学大学工学部

講師　福原　朗子

5/20 温暖化が進む北極域の
今を考えよう

北海道大学

北極域研究センター

教授　大塚　夏彦

5/27
北極域の変化が私たちの
暮らしに与える影響について
考えよう

北海道大学

北極域研究センター

教授　大塚　夏彦

内容 講師

火山・地震・気象・自然など私たちの生活圏の環境や災害
を考えよう。

■受 講 料

17：50～19：20〈全4回〉
6/3、6/17、6/24、7/1　水曜

2,800円

4月25日（土）申し込み締め切り 定員15名

日にち

6/3

7/1

地震と火山の仕組みや災害を、
簡単な実験を通して考えよう

公立千歳科学技術大学

特任教授 宮嶋　衛次

札幌の自然環境を考えよう
前青少年科学館職員
まちなかいきもの塾主宰

守屋　開

6/24 北海道の気象と気候を
考えよう

札幌総合情報センター株式会社

気象予報士・防災教育アドバイザー

金村　直俊

6/17 気象や気候を地球規模で
考えよう

札幌総合情報センター株式会社

気象予報士・防災教育アドバイザー

金村　直俊

内容 講師

オリンピック記事も扱い、世の中の出来事を理解し、社会
を生き抜くスキルを身に付けましょう。

■受 講 料

17：50～19：20〈全5回〉
※5/1を除く。4/17～5/22　毎週金曜

6，000円

2月25日（火）申し込み締め切り 定員15名

■教 材 料 450円

北海道新聞社NIE推進センター委員　
渡辺　多美江講 師

周産期から乳幼児期の子どもの成長を学び、子育て家庭
の現状と子育て支援について考えていきます。

■受 講 料

17：50～19：20〈全5回〉
※6/12を除く。5/29～7/3　毎週金曜

3,600円

3月25日（水）申し込み締め切り 定員15名

助産師エ・ク・ボ　院長
天使大学大学院助産研究科　教授
助産師　高室　典子　他

講 師

シティファーマー
小笠　賢杜　他

講 師

4/17～6/5　毎週金曜
13：30～15：00〈全7回〉
※5/1を除く。
3,600円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

ミツバチの生態を知り、採蜜や巣
箱製作を通してミツバチのいる環
境について考えます。

ミツバチがつくる
サッポロ(春)

佐藤ギタースクール
代表　佐藤　寿一

講 師

4/22、5/13、5/20、
5/27、6/3、6/17、6/24、
7/1、7/8、7/15、7/22、
8/19、9/9、9/16　水曜
13：30～15：00〈全14回〉
7,200円

■開催日時

■受 講 料

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

楽譜が読めなくても大丈夫！ギ
ターを始めてみませんか？

はじめての
クラシックギター

はちみつマイスター協会　
認定アドバイザー　東寺　郁恵

講 師

6/19、6/26、7/3、7/10、
7/17、8/21、9/4、9/11　金曜
13：30～15：00〈全8回〉
4,300円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名4月25日（土）申し込み
締め切り

ミツバチの生産物を使った体験な
どを通して、身の周りの環境につい
て考えていきます。

ミツバチがつくる
サッポロ(夏)

稲村式心身をゆるめる
ヨガ・気功術指導
稲村　興

講 師

4/17、4/24、5/8、
5/15、5/22、5/29、
6/5、6/19、6/26、7/3、
7/10、7/17、8/21、9/4、
9/11　金曜
15：20～16：50〈全15回〉
7,200円

■開催日時

■受 講 料

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

ヨガと気功を知って、健康づくりと
前向きな心を養う技術を共に学び
ましょう！

はじめてのヨガと気功術

点字指導員
舟崎　美奈子

講 師

4/22、5/13、5/20、
5/27、6/3、6/17、6/24、
7/1、7/8、7/15、7/22、
8/19、9/9、9/16　水曜
13：30～15：00〈全14回〉
7,800円
1,080円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員10名2月25日（火）申し込み
締め切り

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。

点字入門
～点字に親しもう～

ナニカ製作所
所長　竹田　慎一

講 師

6/19、6/26、7/3、7/10、
7/17、8/21、9/4、9/11　金曜
15：20～16：50〈全8回〉
5,400円
700円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名4月25日（土）申し込み
締め切り

表計算ソフト「Excel」に慣れるとと
もに、基本操作を学ぶ講座です。

エクセル基礎講座

ナニカ製作所
所長　竹田　慎一

講 師

4/17～6/5　毎週金曜
15：20～16：50〈全7回〉
※5/1を除く。
4,500円
700円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

文字入力や各種操作の初歩を覚
え、簡単な文書や画像の入った案
内状などを作成します。

ワード基礎講座

前結び宗家　きの和装学苑着付士
教授　山ノ内　順子

講 師

4/22、5/13、5/20、5/27、
6/3、6/17、6/24　水曜
15：20～16：50〈全7回〉
4,500円

■開催日時

■受 講 料

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

着物の歴史や素材、手入れの仕方
など、着物を楽しむための基礎知
識を学びます。

きものの話
～いろはを学んで浴衣でGO～

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～

国際現代書道展会員
磯部　馨香

講 師

4/17～7/3　毎週金曜
17：50～19：20〈全10回〉
※5/1、6/12を除く。
6,100円
550円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員15名2月25日（火）申し込み
締め切り

書道が苦手でも大丈夫！さまざま
な場面や書式に合わせてきれいな
文字を書きましょう。

大人のための筆ペン講座
～基礎編～

理学療法士
畑原　理恵

講 師

4/22、5/13、5/20、5/27、
6/3、6/17、6/24　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2月25日（火）申し込み
締め切り

左右のバランスを整えて動きやす
い体づくりを目指します。

体のゆがみを改善する
体幹トレ（基礎編）

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

地球環境と私たちの生活②
～北海道の自然・環境・防災を考えよう～

使いどころ満載！新聞は情報の宝庫
～その新たな可能性～

こんなに変わった！新しい子育て
～高校生と新ジィジ・バァバが考える～
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まちづくり・
ボランティア

ビジネス・
スキルアップ
講座

琴似の屯田兵の歴史を探る
～札幌の文化財をたどる〈冬〉～

あなたの「好き」がまちづくりに
～まちを楽しむ　実践と見つけ方～

高齢ドライバーの免許返納について考える
～公共交通機関の便利な活用方法も紹介～

琴似の屯田兵の歴史、文化財と地域の関係を専門家の解
説を聞きながら学びます。

■受 講 料 1,500円
■会 場 3/10　札幌市立大学サテライトキャンパス（中央区北4西5）

3/17　琴似屯田兵屋 他（西区琴似1条7丁目）

1月25日（土）申し込み締め切り 定員30名

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・講師

【札幌市立大学連携講座】

14:00～16:003/10（火） 14:00～15:303/17（火）

納得から共感へ。
プレゼン力を高めよう！

講義と演習を通して、提案や企画内容を効果的に伝える
プレゼン力を学びます。

■受 講 料 8,600円

趣味や特技がまちに関わるきっかけに！活動する方から
話を聞き、その方法を学びます。

■受 講 料

19:00～21:001/21～2/4　毎週火曜
2,100円

■会 場 札幌市民交流プラザ（中央区北1条西1丁目）

先着順受付中 定員15名

日にち

1/21

㈱石塚計画デザイン事務所

蔵田　恵

ツクリテ工房

2/4

㈱石塚計画デザイン事務所

蔵田　恵
さっぽろブックコーディネート

尾崎　実帆子

1/28

㈱石塚計画デザイン事務所

蔵田　恵
北海道野菜を盛りあげ隊

畑瀬　亜紀子

内容 講師

趣味や特技がまちづくりにつ
ながるとは？
実際の活動を聞いてみよう
●ツクリテ工房
小さな子どもの創造性豊かな
時期を、親子一緒に「ツクリテ」
になって楽しむ場を提供

実際の活動を聞いてみよう
●北海道野菜を盛りあげ隊
「北海道産の野菜」を応援しなが
ら、食や農の大切さ、環境問題な
ど幅広くメッセージを発信中

実際の活動を聞いてみよう
●さっぽろブックコーディネート
北海道ブックフェスをはじめ、
「本」と場所・人・まちをつなぐ取
り組みを広げています。

高齢ドライバーの現状や札幌周辺公共交通案内「えきバ
スnavi」の活用方法を学びます。

■受 講 料

14:00～16:001/23～1/30　毎週木曜
1,500円

■対 象 パソコンまたはスマートフォンを使用できる方

先着順受付中 定員20名

日にち

1/23

札幌市市民文化局

地域振興部 区政課

交通安全担当課長

川上　拓

1/30

札幌市まちづくり
政策局
総合交通計画部
都市交通課 職員

内容 講師

●法令と運転のリスクの再
確認

●身体機能の変化を自覚する
●運転免許証の自主返納制度
の紹介

●安心して暮らすための公共
交通機関

●モビリティ・マネジメント
●さっぽろえきバスnaviの活
用方法
　（お出かけプランを作成して
みよう）
　（お出かけプランを作成して

社会に役立つ仕事カタログ

10：00～17：002/8（土）

社会課題の解決を目指して起業した話題の団体から話を聞いてみませんか？

講 師 マーケティングプランナー　臼井　栄三

19：00～21：00
※2月10日、2月24日、3月9日を除く。

1/20～3/16　毎週月曜

先着順受付中 定員20名

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
2/27・3/5　毎週木曜

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）

先着順受付中 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

13：00～17：303/7　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」。

1月25日（土）申し込み締め切り 定員30名

■受 講 料 3,000円

AIのある社会に生きていく～その活用の方法を考える～

10：00～12：00
2/29・3/7　土曜

私たちの社会で急速に活用の幅が広がっている人工知能（AI）。これからの社会への活用を考えます。

先着順受付中 定員20名

先着順受付中 定員20名

■受 講 料 3,000円

ディープフェイクと呼ばれる動画はAIを使って極めて高度で自然な画像合成が
施されており、ニセモノであると知らされていなければニセモノと見破ることは
容易ではありません。この技術を用いると、そこにいるはずのない人物が存在し
て話をしているという精巧な動画を作って配信することができてしまいます。ま
るで映画の中の特殊なシーンを容易に作成することが可能なのです。

進化している人工知能（AI）は
こんなこともできる！？

容易ではありません。この技術を用いると、そこにいるはずのない人物が存在し

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
の職種にある専門性が必要となります。しかし、そのような仕事の中にも、誰にでも、どん
な仕事にも必要となる仕事があります。言い換えるならば、「基礎スキル＝非専門スキル」
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！

講 師
札幌アートセラピースクール Prem Prem　
遠藤　さちこ

講 師
北海道情報大学　経営情報学部
長尾　光悦　

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　

■受 講 料 2,100円

NPO法人札幌チャレンジド　理事長　加納　尚明コーディネーター

NPO法人ezorock　代表理事　草野 竹史
一般社団法人ソーシャルスポーツマネジメント　代表　山田　憲治
株式会社マックスドナ　取締役副社長　村上　彩子

ゲスト講師
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趣味・教養を
広げる

音楽のしくみ大解剖！～音と楽器と楽譜の秘密～

19：00～21：00〈全４回〉
2/12～3/4　毎週水曜

楽譜が読めなくても大丈夫！楽器や楽譜を通して音楽の奥深さを学びましょう。

先着順受付中 定員20名

■受 講 料 3,600円

オーケストラというシゴト

19：00～20：30〈全2回〉
3/3・3/10　火曜

札響事務局員とコンサートマスターが語るオーケストラの世界。ヴァイオリン演奏付き。

1月25日（土）
申し込み
締め切り 定員30名

■受 講 料 1,900円

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。

■受 講 料

※1月31日、2月7日を除く
9:50～11:50〈全5回〉1/17～2/28　毎週金曜 

4,500円

札幌音楽家協議会
会員　加藤　久恵講 師

日本の歌をうたおう・冬

おいしいめんつゆの秘密「ダシ」を学ぼう！自分だけの
カップうどん作りとお土産付き。

■受 講 料

11:00～13:003/7（土）

700円
■対 象 小学3年生～中学生（要保護者同伴1名まで）

1月25日（土）申し込み締め切り 定員25名

東洋水産株式会社
北海道工場研究室　食育担当スタッフ　講 師

おいしい「めんつゆ」の虎の巻！
ダシの秘密

講 師
北翔大学　　
教育文化学部教育学科
准教授　横山　光
1/24～2/7　毎週金曜
14:00～16:00〈全3回〉
2,800円

■開催日時

■受 講 料

溶岩や火山灰などを観察し、火山
の実験を通して、札幌周辺の火山に
ついて学びます。

さっぽろ周辺の火山と
私たちの暮らし

定員30名先着順受付中 先着順受付中

講 師
北海学園大学
名誉教授（現代文化論）　
三浦　京子
2/6　木曜
13：30～16：30
1,100円
100円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

宗教、神話、哲学に基づいた象徴学
の視点から新鮮な気持ちで映画を
見てみませんか？

【北海学園大学連携講座】

新たな視点で見る
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』

定員20名

講 師
北海道龍馬会
事務局長　小宮山　一夫
2/6～2/27　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

土佐から理想郷を求め北海道に移
民し、開拓に尽くした北の龍馬たち
の足跡をたどる。

北の龍馬たち
～土佐と北海道開拓～

定員60名

講 師
札幌市円山動物園
飼育展示課飼育総括係
小林　真也
2/12（水）14:00～16:00
2/19（水）13:30～15:30
※2/19は札幌市円山動物
園（中央区宮ヶ丘3番地1）
1,900円
600円（2／19）

■開催日時

■受 講 料
■別途入園料

ゾウに対する保全活動や円山動物
園の取り組みを学びながら、アジア
地域の環境問題を考えます。

「ゾウ舎」オープンから１年
～種を保存するための取り組み～

定員20名

講 師
地中海文化研究家　
手嶋　兼輔
3/5～3/26　毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

太平洋戦争の激戦地を中心に、太
平洋上の島々の過去を振り返りま
す。

解説！現代史・冬
～太平洋上の島々･･･日本軍激戦の跡～

申し込み
締め切り 定員60名1月25日（土）

講 師
幕末箱館歴史研究家　
近井　健治
3/5～3/26　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

幕末の箱館を外国人はどう見てい
たか。外国人だからこそ記録できた
箱館、箱館人を語る。

幕末、外国人が見た国際都市・箱館
～魅力溢れる19世紀後半の素顔～

申し込み
締め切り 定員60名1月25日（土）

ちえりあ学習
ボランティア
企画

親子で
参加する講座

講 師 札幌出入国在留管理局
審査部門　担当官　他
2/7～2/28　毎週金曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

観光客から労働人材へも拡大して
いく外国人。隣人として上手なお付
き合いを！

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

外国人がもっと身近になるよ！
～お客さまから生活パートナーへ～

定員30名

北星学園
学園長　酒井　玲子　他
1/16～2/6　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

明治時代の男尊女卑の風潮の中で
女性の教育、地位向上に生涯を尽く
した女性先駆者がいた。

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

北海道ゆかりの女性パイオニア
～各界で活躍した女性たちの物語～

定員30名

講 師

講 師
札幌西円山病院名誉院長　
医師 峯廻　攻守（よしもり）　他
3/5～3/26　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

できるだけ介護を受けずに生活す
るために自己の身体と生活の改善
を図ろう。

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

フレイルってな～ぁに？
～健康寿命を延ばすために！～
申し込み
締め切り 定員30名

講 師
酒匠＆北海道ソムリエ　
鎌田　孝　他
3/5～3/26　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
※3/26は田中酒造（小樽
市信香町2-2）
3,600円

■開催日時

■受 講 料

北海道のお酒の歴史を訪ね、美味し
さの秘密や健康的な飲み方を学び
ましょう。

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

もっと知りたい！道産酒の魅力
～造り人の心意気に触れてみよう～
申し込み
締め切り 定員30名1月25日（土） 申し込み

締め切り 1月25日（土）

講 師
フリーアナウンサー
田嶋　扶二子
3/2～3/30　毎週月曜
14：00～16：00〈全4回〉
※3/9を除く。
3,600円

■開催日時

■受 講 料

朗読の表現方法を基礎から学ぶこ
とで、文学作品の新たな魅力を発見
しませんか？

【ちえりあ学習ボランティア企画講座】

名作を朗読して心豊かに
～伝わる読み方を学ぶ～

申し込み
締め切り 定員30名1月25日（土）

日にち

2/12 ドレミのルーツはなんだろう？

2/26

3/4

＃（シャープ）、♭（フラット）は
なぜあるの？

いろいろな楽譜を見てみよう

2/19 音楽は何からできているの？

内容

日にち

3/3
事務局というシゴト
●オーケストラはどうやって運営しているの？
●事務局にはどんな人がいるの？

3/10

コンサートマスターというシゴト
～ヴァイオリン演奏を交えて～
●オーケストラでの役割は？
●コンサートマスターになるまで／なってから

内容 講師

札幌交響楽団 総務営業部　

次長　中川 広一

札幌交響楽団コンサートマスター

田島　高宏

先着順受付中 定員100名

先着順受付中 先着順受付中

先着順受付中 先着順受付中

さっぽろ市民カレッジの講座
を企画する「ちえりあ学習ボ
ランティア」。5つのテーマ毎
の班に分かれて、メンバーと話
し合いながら、やってみたい
講座を企画します。興味があ
る方は、2
～3 ペー
ジをご覧
ください。

あなたも講座を
企画してみませんか？

【東洋水産株式会社連携講座】

学校法人柏学園　認定こども園
南幌みどり野幼稚園　園長
札幌大谷大学芸術学部
講師　枡谷　隆男

講 師

ⓒphoto by Masahide Sato

リハから本番まで、プロのジャズコンサートに密着！ホー
ルでのジャズを楽しみましょう。

■受 講 料

15:00～18:002/20（木）

1,900円

ジャズピアニスト　豊口　健　他講 師

ジャズでつながる人と人②
～ちえりあホールでJAZZ！～

先着順受付中 定員200名
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さっぽろ市民カレッジ

キ
リ
ト
リ
セ
ン

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￥1,050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。
使いどころ満載！新聞は情報の宝庫
納得から共感へ。 プレゼン力を高めよう！
働く人のためのマインドフルネス
AIのある社会に生きていく
あなたの「シゴト基礎スキル」診断講座
介護が必要な方のための災害への備え
常温保存で長持ちする常備菜 どう行動する？冬の自然災害
災害時のリラックスタイムづくり
情報の「正しい取得と備え方」

10

定員20名

どんなものが必要？どんな情報を
整理する？災害時に役立つ備えに
ついて学びます。

介護が必要な方のための災害への備え

先着順受付中減災発見
シリーズ
さっぽろ市民カレッジでは、2018年9月の北海道胆振東部
震災の後、これから私たちができることを考えていくための
“減災”を目的とした講座をたくさんご用意しています。

シリーズ
さっぽろ市民カレッジでは、2018年9月の北海道胆振東部

NPO法人
みちロコI T
プロジェクト
連携講座

社会福祉士　

高橋　銀司講 師

1/21　火曜
14：00～16：00
1,600円

■開催日時

■受 講 料

定員20名

いざというときにも役立つ、おいし
くて長持ちのする簡単料理を紹介
します。

～今晩から家で作れる～
常温保存で長持ちする常備菜

先着順受付中

日本野菜ソムリエ協会
ジュニア野菜ソムリエ

阿部　由美子
講 師

2/5　水曜
14：00～16：00
1,600円
500円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

定員20名

仕事中、活動中。真冬の異常気象や
自然災害を想定！防災士と学び知
識共有！

～仕事中、活動中を想定して～
どう行動する？冬の自然災害

先着順受付中

防災士・北海道防災教育アドバイザー　
気象予報士・健康気象アドバイザー

森山　知洋
講 師

2/21　金曜
14：00～16：00
1,600円

■開催日時

■受 講 料

定員20名

きっとその趣味が災害時に活かせ
る！リラックスタイムの作り方を実
践例から学ぼう！

～自分の活動・趣味を活かして～
災害時のリラックスタイムづくり

先着順受付中

心豊流吟剣詩舞昭延会
札幌支部副師範・支部長　

三浦　譲治
講 師

2/28　金曜
14：00～16：00
1,600円

■開催日時

■受 講 料

スマホやテレビ、ラジオなど、緊急
時に情報を「正しく探す方法」を伝
えます。

～災害時にも役立つ～
情報の「正しい取得と備え方」

3/4～3/11　毎週水曜

14：00～16：00

3,000円

■開催日時

■受 講 料

内　容
●災害時における食料確保・保存の難しさ
●災害時にもおいしく食べられる常備菜
●常温保存できるレシピ
●試食会
※常備菜の試食はありますが、調理実習は行いません。

内　容

●真冬の異常気象や自然災害　●クイズ、ゲーム

●講師、受講生で交流（意見交換）

内　容
●実践報告
　東日本大震災などでのボランティア活動経験談
●活動実践例
ストレス軽減のためのリラックスタイムをどう作るか

1月25日（土）申し込み締め切り 定員20名

日にち

3/4
●情報収集の選択肢
●緊急時の情報収集
●情報インフラについて考える

NPO法人

みちロコITプロジェクト

理事長　渋谷　幸信

3/11

●情報に振り回されないためには
●SNSの現状
●災害時にも役に立つSNSの
　活用法

NPO法人

みちロコITプロジェクト

理事　森　建

内容 講師








