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さっぽろ市民カレッジ vol.77

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、さっぽろ市民カレッジの講座も一時ストップしていましたが、9月
から各講座を徐 に々再開しています。
そこで本号では、再開した講座の一部をレポートいたします。
さっぽろ市民カレッジならではの楽しい講座がたくさんありますので、今後の講座選びの参考にしてください。

さっぽろ市民カレッジ　講座レポート

中央区編では、札幌市資料館の概観の見どこ
ろを解説してもらいました

同じく中央区編では、市民交流プラザ（hitaru）
の地下にも特別に潜入させてもらいました

白石区編では、なんと現役の小学校が講座会場
に。校舎内にある地域の資料室を見学しました

さっぽろ
１０区めぐり

地理と歴史をミックスして説明する田山先生の
講義は、まるで“タイムマシン”

打合せの際に撮影していた駐屯地敷地内の用
水路。今度はみんなで見たい！

エドウィン・ダンのことならお任せ！記念館を
管理する園家廣子さん

北区編では、新琴似の歴史を伝える屯田兵中隊
本部を見学しました

厚別区編では、厚別公園陸上競技場のバック
ヤードを特別に案内してもらいました

白石郷土史説明員の会　太田幸雄さん 厚別区の語り部、松山瑞穂さん

また、それぞれの区の歴史や文化の「語り部」に登場してもらうのも、この講座の魅力のひとつ。
“街歩きの達人”である講師の田山修三先生も「ほ～～っ！」っと唸るほど、面白く、ときにマニアック
（？）なお話の数 を々伺っていると、過去から現在へと移り変わる札幌の姿が、まるで立体的に見え
てくるように感じられます。

この10月に開催された「さっぽろ10区めぐり」は「南区　エドウィン・ダン」編でした。明治時代、今の
南区真駒内地域に牧場を開き北海道の開拓の指導にあたったお雇い外国人の「エドウィン・ダン」と
いう人物を中心に、区の歴史を学びました。
1週目は田山先生による南区の歴史概論です。さすがは“街歩きの達人”、地図や写真を豊富に用い
たスライドで楽しく区の成り立ちを学べます。地理と歴史を合体したような田山先生の講義を聴い
ていると、まるでタイムマシンに乗ったような気分に…！

街に飛び出して、ブラブラと散歩したり建物を見学しながら歴史や特色
を学ぶ「まち歩き」の講座は、さっぽろ市民カレッジの人気講座のひと
つです。
この「10区めぐり」シリーズも春の講座は中止になってしまいましたが、
秋の10区めぐりは定員を減らして実施することができました。

その名の通り、札幌市内全10区をめぐろうというこのシリーズ。講座ごと
に3週にわたって1つの区にスポットを当てて街歩きをしています。

2018年には「北区」「厚別区」、2019年には「中央区」「白石区」で講座
を開き、各区の特色や歴史を感じられる“魅力的でオモシロい場所”を
探検しながら学びを深めました。普段は立ち入れない場所に特別に入
れてもらえるのも、講座ならではです。

2週目は、エドウィン・ダンの足跡をたどって陸上自衛隊真駒内駐屯地に……行く予定だったのです
が、新型コロナウイルス感染症の影響で、急きょ今回は見学ができないことに。駐屯地の敷地内に
残されているダンが掘った当時のままの用水路などの貴重な遺物を見学予定だったのが、今回はお
あずけ。田山先生は「またいつか必ず企画しましょう」とリベンジを誓いました。

3週目はボリューム満点…！南区役所の近くにある「エドウィン・ダン記念公園」と公園内にある「エ
ドウィンダン記念館」を2時間たっぷりと見学しました。エドウィン・ダン記念館を管理している園家
廣子さんに質問をしながら、彼の真駒内での活躍を描いた大きな絵を１枚１枚見て、「北海道の酪
農の父」と呼ばれるに至ったダンの偉大な足跡を感じました。

この10区めぐりシリーズで訪れていない区は、あと5つ。でも、今回見られなかった真駒内駐屯地をはじめ、「南区にもまだ
まだ行きたいところがある」と田山先生。このシリーズ、10区をひと回りしたくらいでは終わりそうにありません！
2021年3月からちえりあは改修工事のための休館になりますが、現地実習の講座なのでちえりあの休館はカンケイなし。
2021年もまたどこかの区で講座を開く予定ですので、あなたもぜひ、知らなかった札幌を見つけに来てくださいね！
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　2005年に始まり、15年目を迎えたロングラン講座「解説！現代史」（講師：
手嶋兼輔氏、開講当初の講座名は「世界史から現代の諸問題を探る」）。世
界の様々な地域に焦点を当て、春夏・秋・冬の年3回、開講しています。今年
は新型コロナウイルス感染症の影響で、2回連続中止になり、約1年ぶりの開
講でした。受講生の8割以上がリピーターなので、久々の再会にあちこちで
笑顔が見られました。
　今回は、ハワイやガダルカナルなど、太平洋戦争の激戦地となった島々の
歴史を振り返りました。次回は2月4日に「解説！現代史・冬～中南米と米…
反米と親米の構図」を開講します。（詳しくは10ページをご覧ください）

歴史系講座は変わらずの人気で
す。

解説！現代史・秋～太平洋上の島々･･･日本軍激戦の跡～

　「マーケティング」と聞いてどのようなイメージを持ちますか？イメージする
ものは人さまざまですが、基本はお客さまの喜びをつくるための知恵くらべ競
争。この講座では、マーケティングが生んだヒット商品などを例に、売れるた
めの仕組みづくりやステップなどを講師が初心者にも分かりやすく解説して
いきます。また、この講座で恒例となっているのが、毎回講師から出されるユ
ニークな課題。この日の課題は「面白い！役に立つ！これなら欲しい！と思える
カレンダーのアイデアは？」というもの。受講生からはさまざまなアイデアが飛
び出し、マーケティングの大切な要素である「社会や人々 のさまざまな価値観
と出会うこと」を楽しみながら実践しました。
　1月15日からは臼井講師による「納得から共感へ。プレゼン力を高めよう！」
を開講します。こちらの講座も講義や演習、ユニークな課題をとおして楽しく
学べますよ。（詳しくは9ページをご覧ください）

わかる！使える！マーケティング

　秋晴れの１０月、札幌市立大学の羽深久夫先生と札
幌本府の成り立ちについて学んできました。開拓使本庁
舎は、西４丁目から西８丁目、北１条通りから北６条通り
までを敷地として、現在の北海道庁赤れんが庁舎の北
側に建築されました。
　当時の様子に思いを馳せながら、跡地をぐるりと歩き
ます。紅葉の始まった前庭には、栃の実や栗もちらほら…。
都会の中の自然に、皆さん秋を感じていました。新しくで
きた議会庁舎の６階からは赤れんが庁舎の西側を見る
ことができます。リニューアル工事も始まる赤れんが、ど
んな見どころが増えるか楽しみですね。

建築からみる札幌の歴史

10 月には、もう一つ “まち歩き” 講座を実施しまし
た。

　今年で活動20年となる「ちえりあ学習ボランティア」（令和２年度48名登録）
は、5班に分かれて年間15講座を企画しています。座学だけでなくちえりあの外
に出向く現地学習を積極的に取り入れながら、今の社会情勢を的確に捉えた
意欲的な講座を次 と々企画しています。秋期の「道産酒の魅力を探る」講座で
は、新しいお酒を生み出している北海道独自の文化と歴史を、酒蔵を見学する
現地学習を絡めながら４名の講師から語ってもらう企画で実施し、好評を博
しました。募集中の冬期講座も、今聴きたい企画が揃っていますのでお見逃し
なく！（ちえりあ学習ボランティア企画講座は11ページをご覧ください）

道産酒の魅力を探る

ちえりあ学習ボランティア企画講座は、さまざまな
ジャンルを楽しく学べます。

　市民の方と大通高校生が一緒に学ぶ「学社融合講座」。現在、開講中の
「仕事や生活に役立つ！」シリーズでは、部屋の片づけなどを身近な課題に
対して、自身の思考方法や基準を見直しながら、仕事や家事などを効率的に
行うスキルを学んでいます。
　講座開始の当初は、皆さん少し緊張している様子でしたが、講座が進むに
つれ緊張がとけて市民の方と高校生の意見交換が活発に行われ、講座の後
半には、すっかり友達のように笑顔で仲良く講座を受講していました。
　1月からは「モノとお金の整理術」として、お金を上手に管理する方法を学
びます。（詳しくは12ページをご覧ください）

学社融合講座「仕事や生活に役立つ！」シリーズ

札幌市立大通高等学校を会場に行う「学社融合講座」
も10月から開講しています。さっぽろ市民カレッジでは、ビジネス系の講座も実施しています。

今回のレポートは10月に実施した講座の一部です

さっぽろ市民カレッジには、このあとも注目の講座がたくさんありますので、次頁からの講座案
内をぜひご覧ください。

よう取り組んでおりますので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

マーケティングプランナーの
臼井栄三講師

酒蔵での杜氏体験に大興奮の受講生

ライフオーガナイザー®の
田川瑞枝講師

地図も使いながら初心者にも
わかりやすく解説します

議会庁舎から見た
赤れんが
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各地の災害現場を知る講師が、新
型コロナウイルス禍の今後の見通
しと、家庭や地域の防災・備えを伝
えます。

～新型コロナウイルス禍で改めて見つめ直す～
 あなたの災害への備え

2/2　火曜
13：00～15：00
800円

■開催日時

■受 講 料

円山動物園の取り組みを通して、
「動物福祉とは何か？」「なぜ動物
福祉は必要なのか？」を学びます。

動物福祉を学ぶ
～円山動物園の取り組み～

2/2　火曜　14：00～16：00
2/9　火曜　13：30～15：30
2/9は札幌市円山動物園
（中央区宮ヶ丘3番地1）で現地学習

■開催日時 1,500円
800円

■受 講 料
■別途入園料

札幌市円山動物園
飼育展示課
飼育展示二担当係長　
石橋　佑規　他

講 師

定員10名12月25日（金）申し込み
締め切り定員20名12月25日（金）申し込み

締め切り

1/15～2/19
毎週金曜
19：00～21：00〈全6回〉
8,600円

■開催日時

■ 受講料

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。

納得から共感へ。 プレゼン力を高めよう！

●新型コロナウイルスの特徴と
　予防策、見通し
●新型コロナウイルス禍の中で
　の避難
●改めて、今備えるべきこと

講座予定内容
マーケティングプランナー
臼井　栄三

講 師
防災・危機管理アドバイザー／
博士【医学】
古本　尚樹

講 師

2/10～2/17
毎週水曜
19：00～21：00〈全2回〉
3,000円

■開催日時

■ 受講料

SNSで売り上げアップにつながる
戦略的事例を、質疑応答を行いな
がら解説します。

SNSで集客と売り上げUPを！

マーケティング北海道㈱　
代表取締役　高橋　洋之

講 師

まちづくり・スキルアップ ビジネス・スキルアップ

●同じテーマでも色んな視点が
あって興味深かった。上手な発表
を見て、刺激をうけました。
●発表するということが初めてで
したが、色々な意見が出て、新し
い発見もあって楽しかったです。

受講者の声

「さっぽろ市民カレッジ」の受講にあたっては、感染防止対策のため以下の点にご協力いただきますようお願いいたします。

● 講座の当日は、検温をお願いいたします。
● 受付時に、健康状態の確認をお願いしております。
　 以下の健康状態の方は、受講できません。

● 講座受講中は必ずマスクをご着用ください。
　 ※マスクの着用がない場合は、受講できません。
● こまめな手洗い、手指消毒をお願いいたします。
● ソーシャルディスタンス（距離を取って）にご協力
　 ください。
● 換気を行いますので、温度変化に対応できる服装で
　 お越しください。

●37.5度以上の発熱があった場合
●息苦しさ、強いだるさ、味覚・嗅覚障害、咳やのどの痛みなど
風邪症状がある場合
●新型コロナウイルス感染症陽性とされた方との濃厚接触が
あり、陰性が確認されていない場合 お問い

合わせ 札幌市生涯学習センター事業課　（011）671-2311

定員12名先着順受付中

定員20名12月25日（金）申し込み
締め切り
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司会進行
北海道医療大学　准教授
長谷川 聡

お母さんゲスト

おりーぶベリー保育園園長
三浦 眞理

子連れOK！ママヨガ教室 Yoga Ritam
谷江 彩也子

12/15
火曜
10：00～11：30
800円
0歳～小学校6年生までの子どもを育てる母親
（お子様同伴での参加が可能です）

■開催日時

■受 講 料
■対 象

おうち時間をどう過ごす？おすす
めお出かけ情報は？みんなでお
しゃべりしましょう。

子育てママのおしゃべり☆クリスマス会

講 師
映像・演劇史家
楢部　一視
2/4～2/25
毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

日本映画から「家族」をテーマとし
た作品を選び、その見どころや楽し
み方を解説します。

映画ってやっぱり素晴らしい
～名作に描かれた「家族」を語る～

定員10名先着順受付中 定員20名先着順受付中 定員30名先着順受付中

講 師
地中海文化研究家
手嶋　兼輔
2/4～2/25
毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

日本からは地球の裏側にあたる中
南米の諸国。超大国アメリカとの関
係から考えます。

解説！現代史・冬
～中南米と米…反米と親米の構図～

講 師
札幌大谷大学・北翔大学　
講師　枡谷　隆男
2/7～2/28
毎週日曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

世界を巡る音楽の旅。音楽の伝承
方法の遍歴を探ります。

日曜音楽サロン
～伝承し残していく音楽～

講 師
北海道医療大学
看護福祉学部
教授 塚本　容子
1/18～2/15
毎週月曜
14：00～16：00〈全4回〉
※2/8を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

感染症を歴史から考察し、最善の
方向を知り明るい日常を取り戻し
ましょう。

パンデミックの歴史を紐解く
～過去に学び今をのり越える～

講 師 北海道医療大学　歯学部
教授 越野　寿　他
2/3～2/24　
毎週水曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

おクチは全身の健康に関わってお
り、快適な生活を送るための口腔
ケアを学びましょう。

口腔ケアで楽しむ美味しい食事！
～健康維持に大切なおクチの話～

定員30名12月25日（金）申し込み
締め切り

講 師 北海道情報大学　経営情報学部
教授 長尾　光悦　他
1/30～2/27　
毎週土曜
14：00～16：00〈全4回〉
※2/20を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

ＡＩの歴史と発展を学び、最新の研
究と応用事例から未来社会への活
用を考える。

ここまで進化しているＡＩ
～私たちの未来を考えてみよう～

講 師
北海道大学大学院
工学研究院 特任教授
今　日出人　他
2/5～2/26　
毎週金曜
14：00～16：00（全4回）〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

温暖化により増加する豪雨に備え、
札幌周辺河川の氾濫を予測し、治
水について考えます。

荒ぶる気候と札幌の河川
～水害から市民を守る新治水対策～

定員30名12月25日（金）申し込み
締め切り

定員30名12月25日（金）申し込み
締め切り定員30名12月25日（金）申し込み

締め切り 定員20名12月25日（金）申し込み
締め切り

趣味・教養を広げる ちえりあ学習ボランティア
企画講座
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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

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。

仕事や生活に役立つ！モノとお金の整理術

大人のためのボールペン講座・実践編

納得から共感へ。プレゼン力を高めよう！

SNSで集客と売り上げUPを！

※感染拡大防止のため、講座日程が延期または中止になる場合があります。

市立札幌大通高校（北2西11）の生徒と大人が一緒に学
ぶ講座です。
三部定時制の新しいタイプの高校で、生徒気分に戻って
学びましょう！

◆都心の高校で学んでみませんか？

※定員に満たない場合は、締め切り後もお申し込みいた
だけます。空き状況はお電話（011-671-2311）でお問い合
わせください。

◆お申し込み方法などは13ページを
ご覧ください。

特徴
《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6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

ライフオーガナイザー ®
田川　瑞枝

講 師

1/13～2/24
毎週水曜
15：20～16：50〈全5回〉
※2/10、2/17を除く
6,000円

■開催日時

■受 講 料

自分に合ったお金の管理能力を身
に付け、これからの仕事への活力に
しましょう。

仕事や生活に役立つ！
モノとお金の整理術

国際現代書道展会員
磯部　馨香

講 師

1/13～2/24
毎週水曜
17：50～19：20〈全5回〉
※2/10、2/17を除く
6,000円

■開催日時

■受 講 料

さまざま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！

大人のためのボールペン講座・実践編

市民と市立札幌大通高校の生徒が一緒に学ぶ講座

学社融合講座

おすすめポイント
実践的なボールペン字の
コツを身につける練習です。

受講者の声
●今までの生活を見返す機会が
得られてよかったです。
●部屋の片付けからお金の使い
方など、これから使える知識が
深まりました。

定員10名先着順受付中 定員10名先着順受付中




