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生涯学習センター 

[所]〒063-0051 西)宮の沢 1-1  [電]671-2311 [F]671-2334 

 

子どものための護身術 
★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。 

[日]7/27(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 

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]8/1(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（東区苗穂町 6-1 札幌工場隣接） 

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～ 
★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]8/4(金) 10:00～12:00  [対]小学 4 年～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） 

親子で体験！フィルム映写機を君の手で操作してみよう 
★今、再び脚光を浴びているアナログの世界。君の手でフィルム映像を上映してみませんか？ 

[日]7/30(日) 10:00～12:00  [対]小学４～6 年生（要保護者同伴１名） [定]８組１６名 

[費]無料 [申]葉書で 7/14(金)まで受付(消印有効)。多数時抽選。 [備]問合せは電話 671-2121 
 

札幌市下水道科学館 

[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(土)～8/20(日) 9:30～16:30  [対]どなたでも  [定]なし  [費]無料 

[申]申込不要。当日直接受付 

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。 

[日]8/11(金・祝)、12(土)、13(日) 10:30～12:00  [対]小学生以上  [定]各日 10 名 

[費]無料  [申]7/10(月)～31(月)に電話で申込。先着順。 

工作教室 
① 紙すき体験 はがきを作ろう！ 
★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 空き瓶でウォータードームづくり 
★空き瓶にキラキラする材料などを入れてオリジナルのウォータードームを作ります。 

③ アヒルの電池チェッカーとカタカタ人形 
★電池の残量を測る電池チェッカーとカタカタ動く人形を作ります。 

[日]①8/11(金・祝)13:30～15:00 ②8/12(土)13:30～15:00 ③8/13(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]7/10(月)～31(月)に電話で申込。先着順。 

  

環境プラザ 

[所]北)北８西３札幌エルプラザ２階  [電]728-1667 [F]728-1400 

 

環境プラザであそぼ！ 
★展示コーナーで楽しく遊べる体験ブースが出展します。どんな遊びかは来てのお楽しみ！ 

[日]7/8(土)、22(土)、9/9(土)、23(土)、11/11(土)、25(土) 各日 10:00～15:00 

[対]小学生  [定]なし  [費]無料  [申]不要。直接会場へ 

サッポロ さとらんど 

[所]東)丘珠町 584-2  [電]787-0223  [F]787-0947 

 

夏休み食育講座 ～焼きカレーパンとイチゴパン作り～ 
★あらかじめこねてあるパン生地で 2 種類のパンを作ります 

[日] 7/26(水)～8/17(木)の間の毎週水･木曜 10:30～12:30 [対]小学生 [費]1,000 円/組 

[定]各回 15 組(1 組 3 人まで入室可能)  [申]電話か来館で 7/11(火)から受付。先着順。 

親子収穫加工体験 ～旬の野菜を収穫して、石窯でピザを焼く～ 
★親子でさとらんどの畑から野菜を収穫して、ピザ生地にのせ石窯で焼きます 

[日] 7/23(日)、8/1(火)、9/3(日) 10:00～13:00  [対]小学生 

[定]各日８組(１組５名まで)  [費]1,500 円/組  [申]電話か来館で 7/11(火)から受付。先着順 

 

北海道開拓の村 

[所]厚)厚別町小野幌 50-1  [電]898-2692  [F]898-2694 

 

昔のくらし・しごと体験 
★昔の子供はどんな家の仕事や手伝いをしてたのかな。昔体験をした後は専用通貨でお買物 

[日]8/8(火)、9(水)、10(木)  各日 9:30～15:30  [対]小学生  [定]各日 20 名 

[費]500 円(体験は子どものみ。見学の保護者は別途入場料) [申]7/9(日)より電話で先着順受付 

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

[日]7/29(土)、8/1(火)、3(木) 各日 9:30～15:00  [対]小学 4～6 年生  [定]各日 10 名 

[費]無料(体験は子どものみ。見学の保護者は別途入場料)   [申]電話で先着順受付中。 

日本画を描こう 
★掛け軸やふすま絵を見学しながら、画法や様式を学んで、色紙に日本画を描いてみよう 

[日]8/2(水)10:30、13:00、14:30 開始、各回約 60 分  [対]小学４年生以上 [定]各回 10 名 

[費]無料(体験は子どものみ。見学の保護者は別途入場料)  [申]7/3(月)より電話で先着順受付 

開拓紙芝居をつくろう 
★開拓の村の建造物の歴史を学んで、イラストや物語を考えてオリジナルの紙芝居を作ろう 

[日]8/4(金) 10:00～15:00  [対]小学生  [定]10 名 

[費]無料(体験は子どものみ。見学の保護者は別途入場料)  [申]7/5(水)より電話で先着順受付 

  

宮の沢屋内競技場 

[所]西)宮の沢 490  [電]664-6363  [F]664-3077 

 

①夏休みおはようテニス 
★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！！ 

②夏休みおはようベースボール 
★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！！ 

[日]①②とも、7/26～29、7/31～8/4 7:45～8:45  (全９回)  [対]小学生  [定]各 10 名 

[費]各 5,730 円  [申]電話・来館で 7/1(土)～14(金)に申込。多数時抽選 

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！！ 

[日]7/26、27、29、31～8/3 7:45～8:45  (全７回)  [対]小学生  [定]15 名 

[費]3,750 円  [申]電話・来館で 7/1(土)～14(金)に申込。多数時抽選 
  

自然ふれあい交流館 

[所]江別市西野幌 685  [電]386-5832 [F]388-7058 

 

もりの講演会「北海道のトンボ」 
★北海道や野幌森林公園にはどんなトンボがいるの？親子で参加してトンボについて学ぼう 

[日]7/22(土) 10:00～12:30 [対]小学生以上 [定]40 名 [費]無料 [申]電話で先着順受付中 

親子でつくろう！葉っぱ飛行機をつくろう！ 
★樹木について学びながら、木の葉を使ってビューンと飛んでいく葉っぱ飛行機を作ろう！ 

[日]7/29(土) 10:00～12:00 [対]小学生と保護者 [定]５組 10 名 [費]300 円 

[申]電話で先着順受付中 

自然観察会「森のゆうがた観察隊」 
★夕暮れ時に出会える、生きものたちの姿を探そう。どんな出会いがあるかお楽しみに 

[日]7/29(土)18:00～19:30 [対]小学生と家族 [定]20 名 [費]無料 [申]電話で先着順受付中 

※ 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。 
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札幌芸術の森 

[所]〒005-0864 南)芸術の森 2  [電]各講座ごとに掲載 

 

和紙染めでうちわをつくろう！ 
★和紙を色とりどりに染めてカラフルなうちわを作ります。 

[日]7/27(木) 10:00～12:00、14:00～16:00  [対]小学生以上（３年生以下は要保護者同伴） 

[定]各回 16 名  [費]1,200 円  [申]電話(592-4122/クラフト工房)で先着順受付中 

焼きしめで風鈴づくり 
★板状の粘土から、筒型の風鈴を作ります。完成作品は 8/18(金)までにお届けします。 

[日]7/30(日) 10:00～12:00  [対]幼児から（小学３年生以下は要保護者同伴） [定]30 名 

[費]1,800 円(札幌市内作品送料込み)  [申]電話(592-4122/クラフト工房)で先着順受付中 

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]７/23 まで土･日･祝のみ開催、7/26(水)～8/20(日)は毎日開催(※8/3(木)を除く) 9:45～

17:00  [対]どなたでも  [定]なし  [費]300 円  [申]不要。問合せは電話 591-0090 

  

札幌コンサートホール Kitara 

[所]〒064-8649 中)中島公園 1-15  [電]520-2000 [F]520-1575 

 

ひろがる！つたわる！オルガンのひびき 
★オルガンの魅力を体感し、音楽をより身近に感じられるためのワークショップです。 

[日]8/13(日) 10:00～11:40 (予定)  [対]小学３～４年生  [定]20 名  [費]無料 

[申]7/12(水)までに往復葉書で申込。多数時抽選 
  

札幌市民ギャラリー 

[所]中)南２東６  [電]271-5471 [F]232-5539 

 

市民ギャラリー 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]7/21(金)10:30～12:30、13:30～15:30、7/22(土)10:30～12:30  [対]小学生以上 

[定]各回 20 名  [費]1,800 円  [申]電話(9:00～17:00)で先着順受付中 

市民ギャラリー 七宝体験教室 
★キーホルダー・ブローチ・ネックレスのうち、いずれか１つを選んで七宝焼を制作します。 

[日]8/25(金)10:30～12:30、8/26(土)10:30～12:30、13:30～15:30 

[対]小学生以上(低学年は保護者同伴)  [定]各回 20 名  [費]700 円 

[申]7/12(水)から電話(9:00～17:00)で受付。先着順 
  

中央体育館 

[所]中)大通東５  [電]251-1815  [F]221-6064 

 

夏休み短期教室 ジュニアテニス 
★基本動作の習得を目指します。初心者の方大歓迎です！ 

[日]8/1(火)～3(木) ①9:00～10:30 ②10:45～12:15 (各コース全３回)  [対]①１～３年生 

②４～６年生 [定]各 10 名 [費]2,370 円 [申]電話･来館で 7/12(水)までに申込。多数時抽選 

夏休み短期教室 ジュニアフットサル 
★エスポラーダ北海道のコーチが指導いたします。初心者の方大歓迎です！ 

[日]8/1(火)～3(木) 11:15～12:15 (全３回)  [対]小学１～３年生  [定]30 名 

[費]1,760 円  [申]電話･来館で 7/12(水)までに申込。多数時抽選 

夏休み短期教室 ジュニア体操 A・B 
★マット運動・鉄棒・とび箱を行い、運動能力向上と苦手種目の克服を目指します。 

[日] 8/8(火)～10(木) A14:10～15:30、B15:40～17:10 (各コース全３回)  [対]小学生 

[定]各 20 名  [費]2,370 円  [申]電話･来館で 7/12(水)までに申込。多数時抽選 

夏休み短期教室 ジュニアＨＩＰＨＯＰ 
★ダンスを通じてリズム感を養い基礎運動能力の向上を目指します。 

[日]8/1(火)～3(木) ①15:00～16:00 ②16:15～17:15 (各コース全３回) [対]①１～３年生 

②４～６年生 [定]各 15 名 [費]2,210 円 [申]電話･来館で 7/12(水)までに申込。多数時抽選 

ジュニア対象 運動能力向上トレーニング講座 
★秘密の特訓で周りに差をつけよう！様々な運動種目に効果的なトレーニングです！ 

[日]8/1(火) ①13:00～14:50 ②15:20～17:10  [対]小学生  [定]各回３０名 

[費]940 円  [申]電話･来館で 7/12(水)までに申込。多数時抽選 
  

手稲区体育館 

[所]手)曙 2-1  [電]684-0088  [F]684-0089 

 

ジュニアバレーボール 
★バレーボールの基本動作を中心にルールとマナーも指導します 

[日] 8/4(金)～12/1(金) 指定金曜 16:30～18:00 (全 15 回) [対]小学３～６年生 [定]30 名 

[費]9,560 円 [申]電話か来館で 7/1(土)～9(日)(10 時～20 時)に受付。多数時抽選 

ジュニアチアダンス 
★チアダンスの基本動作やポンポンを使いリズム感を養います。 

[日]8/7(月)～11/20(月)指定月曜 17:10～18:20 (全 10 回) [対]小学３～６年生 [定]20 名 

[費]6,370 円 [申]電話か来館で 7/1(土)～9(日)(10 時～20 時)に受付。多数時抽選 

ステップアップジュニアテニス 
★初級から中級レベル（初心者不可）。ラリーが 10 回以上続けられる方が対象です。 

[日] 8/3(木)～11/16(木) 指定木曜 17:20～18:40 (全 15 回) [対]小学４～中学１年生  

[定]10 名 [費]11,830 円 [申]電話か来館で 7/1(土)～9(日)(10 時～20 時)に受付。多数時抽選 

キッズヒップホップ 
★ヒップホップの音楽に合わせて、ステップを組んでいきます。 

[日]8/3(木)～11/16(木)指定木曜 15:40～16:40(全１５回) [対]小学１～２年生 [定]２０名 

[費]9,560 円 [申]電話か来館で 7/1(土)～9(日)(10 時～20 時)に受付。多数時抽選 

  

滝野すずらん丘陵公園 

[所]〒005-0826 南)滝野 247  [電]594-2222 [F]594-2230 

 

星空観察会 
★街の灯りが入り込まない良好な環境で、大型天体望遠鏡を使った観察会を開催します。 

[日]7/8(土)～9/23(土･祝)の毎月第2･4土曜 19:30～21:00 [対]どなたでも [定]各日40名 

[費]50 円（大人は 100 円） [申]FAX･はがき･HP で開催日の２週間前まで受付。多数時抽選 

冒険遊び場 きのたんの森 
★自然の中で、枝や葉っぱで遊んだり、生き物を探したり…自由な発想で森に遊ぼう。 

[日]7/1(土)～10/21(土)の毎月第 1･3 土曜 12:00～14:30  [対]どなたでも  [定]なし 

[費]無料 [申]不要。直接会場へ 
  

北海道博物館 

[所] 厚)厚別町小野幌 53-2 [電]898-0466(総合案内) [F]898-2657 

 

ちいさな野球盤づくり 
★家庭の中の身近な材料を使って野球盤のミニチュアを手作りします。 

[日]7/22(土) 13:30～15:00  [対]小学生(保護者同伴)  [定]30 名  [費]無料 

[申]電話(898-0500)で先着順受付中 
  

教育文化会館 

[所] 中)北 1 西 13  [電]271-5822  [F]271-1916 

 

能楽入門ワークショップ 
★能楽師・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]7/31(月)～8/1(火) 13:30～15:30 （2 日間） [対]小学３～中学３年生  [定]20 名 

[費]1,000 円  [申]電話・FAX で先着順受付中  [備]２日間の連続講座です 

夏休み子ども 体験喜劇 
★個性を大切にしながら、簡単にできる「体験喜劇」の面白さを味わいましょう。 

[日]7/27(木)～29(土) 13:30～15:30 （3 日間） [対]小学生～高校生  [定]20 名 

[費]1,000 円  [申]電話・FAX で先着順受付中  [備]３日間の連続講座です 
  

青少年科学館 

[所] 〒004-0051 厚)厚別中央 1-5 [電]892-5001 [F]894-5445 

[E] astroevent@ssc.slp.or.jp 

 

親子天文教室「手作りの望遠鏡で星空を見よう」 
★自分で作った天体望遠鏡を使って月や星を見てみましょう。 

[日]7/28(金)、29(土)、30(日) 18:30～20:30  [対]小学生と保護者  [定]各日 20 組 

[費]望遠鏡１台につき 2,800 円 [申]FAX、メール、往復葉書で受付。7/14 必着。多数時抽選 
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青少年科学館 

[所] 〒004-0051 厚)厚別中央 1-5 [電]892-5001 [F]894-5445 

[E] astroevent@ssc.slp.or.jp 

 

科学館天体観望会 
★科学館の駐車場で、天体観望会を行います。土星・夏の星座の星を見てみましょう。 

[日]7/29(土)20:00～21:30  [対]どなたでも  [定]なし  [費]無料 

[申]不要、直接会場へ  [備]悪天候時は中止。問い合わせは 19 時以降に電話 892-5004 

夏休み天体観望会ｉｎ「定山渓自然の村」 
★満天の星のもと、天体望遠鏡をのぞいてみませんか？ 

[日]8/12(土)20:00～22:00  [対]どなたでも  [定]60 名  [費]無料 

[申]FAX、メール、往復葉書で受付。7/28(金)必着。多数時抽選。問い合わせは 892-5004 

[備]会場は、定山渓自然の村(南区定山渓豊平峡ダム下流国有林野) 

夏の特別展「たべものの冒険～消化！そういうことか！～」 
★食べ物になったつもりで体の中を冒険しよう！ 

[日]7/22(土)～8/20(日) 9:00～17:00(最終入館 16:30)  [対]どなたでも  [定]なし 

[費]無料(高校生以上 700 円)  [申]不要、直接会場へ 

小中学生の夏休み工作会 
★オリジナルの工作を作ろう ①星座早見帽 ②異次元ランナーハムさん 

[日]7/29(土)、30(日)、8/4(金)～6(日)、9(水)～13(日)、19(土)、20(日) 各日４回（10:00～、

11:10～、13:30～、14:40～）各 45 分程度  [対]小・中学生  [定]各回１題材 12 名 

[費]①200 円 ②300 円  [申]各日 9:00 からすべての回の整理券(1 人 1 枚)を配布。先着順。 
  

生涯学習センター 

[所]〒063-0051 西)宮の沢 1-1  [電]671-2311 [F]671-2334 

 

森の学校 ～みんなの力で森を元気に！植樹体験～ 
★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（お土産付き） 

[日]9/23(土) 9:00～16:30  [対]小学生(要保護者同伴 1 名)  [定]10 名  

[費]1,300 円  [申]FAX、来館、はがき、HP で 7/25(火)必着で受付。多数時抽選。 

[備]会場は定山渓国有林。当日の集合場所はアサヒビール北海道工場（南郷通４南１） 
  

厚別区体育館 

[所]厚)厚別中央 2-５  [電]892-0362  [F]892-0363 

 

バトントワリング基礎・初級 
★バトンを使って音楽に合わせて体を動かしたり、技の習得を目指します。 

[日] 10/16～3/19 指定月曜 18:15～19:15 (全 15 回)  [対]小・中・高校生 

[定]15 名  [費]11,060 円  [申]電話・来館で 9/1(金)～13(水)に受付。多数時抽選 

ジュニアダンス（月）／（水） 
★ダンスで全身をめいっぱい動かし、体力づくりやリズム感を養います。 

[日] ①10/16～3/19 指定月曜 16:00～17:00(全１５回) ／ ②10/4～3/14 指定水曜 

16:00～17:00 (全 22 回)  [対]①小・中学生 ②小学生  [定]①②とも 15 名 

[費]①11,060 円 ②16,230 円  [申] 電話・来館で 9/1(金)～13(水)に受付。多数時抽選 

ジュニアフットサル 
★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。 

[日] 10/4～3/14 指定水曜 15:50～16:50 (全 21 回)  [対]小学１～４年生  [定]15 名 

[費]11,250 円  [申] 電話・来館で 9/1(金)～13(水)に受付。多数時抽選 

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。 

[日] 10/16～3/19 指定月曜 16:00～17:30 (全 15 回)  [対]小学生  [定]20 名 

[費]11,830 円  [申] 電話・来館で 9/1(金)～13(水)に受付。多数時抽選 

手稲区体育館 

[所]手)曙 2-1  [電]684-0088  [F]684-0089 

 

げんきキッズ！B 
★「遊び」を通して運動能力向上やコミュニケーション能力を学びます。 

[日] 10/11(水)～３/７(水) 指定水曜 16:00～17:00 (全２０回)  [対]小学１・２年生 

[定]２0 名  [費]17,730 円 

[申]電話か来館で 8/23(水)～9/2(土)(10:00～20:00)に受付。多数時抽選 

  

自然ふれあい交流館 

[所] 江別市西野幌 685-1 [電]386-5832 [F]388-7058 

 

もりの工作コーナー「きち×２ バッタ」 
★バッタが活躍する季節。そんなバッタに負けないぐらいのバッタを作ろう。 

[日]7/15(土)～9/24(日) 各日 9:00～17:00（※平日の月曜は休館） [対]どなたでも 

[定]なし  [費]無料  [申]不要。当日直接会場へ 

自然観察会「お月見観察会 ＩＮ 開拓の村」 
★ライトアップされた開拓の村で、お月見しながら夜の森を散策しよう 

[日]10/7(土) 16:30～18:00  [対]小学生と家族  [定]20 名  [費]無料(大人は 500 円) 

[申]電話で 9/8(金)から受付。先着順 
  

青少年山の家 

[所]〒005-0862 南)滝野 247  [電]591-0303 [F]591-0394 

 

防災サバイバルキャンプ 地の巻 ～大地からおこる災害って？～ 
★私たちが生活している街の下にも自然災害は潜んでいます。仲間と防災について考えてみよう！ 

[日]8/26(土)～27(日)(1 泊 2 日)  [対]小学３～６年生  [定]30 名   [費]9,500 円 

[申]はがきか HP で 8/12(土)17 時までに申込。生年月日と保護者氏名も記載。多数時抽選 

防災サバイバルキャンプ 火の巻 
★火と災害はどのような関係があるのかな？仲間と協力しながらサバイバル体験をしよう！！ 

[日]10/15(日) 9:30～15:30  [対]小学３～６年生  [定]３0 名  [費]3,000 円 

[申]はがきか HP で 10/1(日)17 時までに申込。生年月日と保護者氏名も記載。多数時抽選 
  

北海道立文学館 

[所]中)中島公園 1-4  [電]511-7655  [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て折りたたみ式の本を作る 

[日]7/30(日) 10:30～12:00  [対]小学生と保護者  [定]15 組  [費]無料   

[申]7/16(日) 9:00 より電話で受付。先着順。 

わくわくこどもランド ～紙芝居をつくろう！～ 
★自分の考えたお話でオリジナルの紙芝居を作る 

[日]8/8(火)～9(水) 10:30～15:00 (全 2 回)  [対]小学生と保護者(両日とも参加できる方)   

[定]15 組  [費]無料  [申]7/25(火) 9:00 より電話で受付。先着順。 

  

環境プラザ 

[所]北)北８西３札幌エルプラザ２階  [電]728-1667 [F]728-1400 

 

土曜日ワークショップ 
①葉っぱ図鑑をつくろう 
★葉っぱのカードゲームで遊んだり葉っぱ図鑑を作ります。約 20 分のプログラムです。 

②サケ迷路～ニオイでたどれ～ 
★サケが生まれた川に帰って来るヒミツをさぐろう。約 20 分のプログラムです。 

[日]①8/12(土)、26(土) ②10/14(土)、28(土)  各日 10:00～15:00 の間に随時参加可能 

[対]小学生 [定]なし [費]無料  [申]不要。直接会場へ 
  

南区体育館 

[所] 南)川沿 4-2  [電]571-5171 [F]571-6656 

 

かけっこ教室 ～速く走るコツ～ 
★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]8/6(日) ①10:00～11:00 ②11:15～12:15 [対]①小学１～３年生、②小学４～６年生 

[定]各回 50 名 [費]740 円 [申]電話か来館で 7/17(月･祝)までに申込。多数時抽選 

※ 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。 
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北海道開拓の村 

[所]厚)厚別町小野幌 50-1  [電]898-2692  [F]898-2694 

 

年中行事「十五夜 お供え・お飾りづくり」 
★月見団子を作ったり、ほおずきやすすきなどでお飾りを作って、家族で昔の十五夜体験！ 

[日]10/1(日) ①10:00～12:00 ②14:00～16:00  [対]小学生と保護者  [定]各回15組 

[費]無料(保護者は開拓の村入場料が必要)  [申]9/2(土)より電話で受付。先着順 

  

札幌コンサートホール Kitara 

[所]〒064-8649中)中島公園1-15  [電]520-2000  [F]520-1575 

 

音楽の絵本 
★動物たちによる不思議なコンサート「音楽の絵本」が Kitara 大ホールに登場！ 

[日]8/1(火) 14:00～15:30 (開場 13:15)  [対]３歳以上  [定]1,000 名 

[費]全席指定 高校生以下 1,000 円(一般 3,500 円) [申]チケットは電話(520-1234)かＨＰで 
  

公文書館 

[所]〒064-0808 中)南８西２  [電]521-0205 [F]521-0210 

[E] kobunshokan@city.sapporo.jp 

 

札幌の歴史探検 ～移民の歴史と動物たち～ 
★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。 

[日]7/29(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･葉書で、7/20(木)(必着)までに申込。多数時抽選 

  

札幌市民ギャラリー 

[所]中)南２東６  [電]271-5471 [F]232-5539 

 

夏休み子ども映画会 
★小学校の先生が作った童話が原作のアニメ「PiPi（ピピ）とべないホタル」を上映。 

[日] 7/25(火) ①10:30～12:00 ②14:00～15:30   [対]どなたでも  [定]各回 80 名 

[費]無料  [申]不要。直接会場へ。先着順 

カルチャーナイト 2017 ギャラリーのヒミツのたからもの 
★ヒミツの「たからもの」を探し出そう！市民ギャラリーならではの謎解きイベントです。 

[日]7/21(金)17:00～19:00   [対]どなたでも  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。 
  

北海道博物館 

[所] 厚)厚別町小野幌 53-2 [電]898-0466(総合案内) [F]898-2657 

 

フェルトで野球のバットとボールのストラップをつくろう 
★フワフワのヒツジの毛を使って、フェルトのバットとボールを作ってみよう。 

[日]8/19(土) 13:30～15:00  [対]小学生(保護者同伴)  [定]40 名  [費]無料 

[申]7/20(木)より電話(898-0500)で受付。先着順 

トコロテンの不思議 
★食べたことある？どうやって作るかわかるかな？トコロテンのふしぎを感じてみよう！ 

[日]9/2(土) 13:30～15:00  [対]小学生(保護者同伴)  [定]40 名  [費]無料 

[申]8/3(木)より電話(898-0500)で受付。先着順 

木の実・草の実のヒミツをさぐろう 
★木や草の実の、不思議な形や鮮やかな色は何のため？そのヒミツをさぐります。 

[日]10/7(土) 10:00～12:00  [対]小学生(保護者同伴)  [定]40 名  [費]無料 

[申]9/8(金)より電話(898-0500)で受付。先着順 [備]会場は野幌森林公園(江別市西野幌 685) 

アイヌ音楽 うたおう・おどろう・ならそう・ひこう 
★アイヌの伝統的な歌・踊り・楽器を、かけ足で体験しよう！初心者向け体験講座です。 

[日]11/11(土) 13:30～15:00  [対]小学生(保護者同伴)  [定]40 名  [費]無料 

[申]10/12(木)より電話(898-0500)で受付。先着順 
  

清田図書館 

[所]清)平岡 1-1  [電]889-2484 [F]889-2485 

 

「夏休みも役に立ちます！清田図書館。」 
★主に、小学生の夏休みの自由研究や課題の参考になる本の展示と貸出しをします。 

[日]7/13(木)～8/22(火) 9:00～17:00 (火･水･木は～19:00)  ※7/26(水)･8/9(水)は休館 

[対]小学生  [定]なし  [費]無料  [申]不要  [備]貸出には札幌市図書館の貸出券(無料)が必要 

清田区体育館・温水プール 

[所]清)平岡 1-5  [電]882-9500  [F]882-9505 

 

ジュニア卓球 
★指導者が基礎から丁寧に教えるので、はじめての方でも安心してご受講いただけます。 

[日] ～9/20(水) 毎週水曜 15:45～16:45 (全 11 回) ※開講中  

[対]低学年コース：小学１～３年生、高学年コース：小学４～６年生  [定]各コース 15 名 

[費]最大 5,890 円。残回数により異なる  [申]電話･来館で随時申込可能。先着順 

キッズテニス L1 
★初心者を対象として、遊びの中で楽しくボールに触れテニスに親しんでもらう教室です。 

[日] ～9/19(火) 毎週火曜 15:30～16:30  (全 1１回) ※開講中  [対]小学１～３年生 

[定]10 名  [費]最大 7,010 円。残回数により異なる  [申]電話･来館で随時申込可能。先着順 

げんきキッズ小１・小２（半年コース） 
★遊びを通じてお子さんの運動能力を高めることを目的とした教室です。 

[日] ～8/29(火) 毎週火曜 16:30～17:30  (全 20 回) ※開講中  [対]小学１～２年生 

[定]20 名  [費]17,730 円。残回数により異なる [申]電話･来館で随時申込可能。先着順 

バレエ（年間） 
★クラシックバレエを基礎から学び、柔軟で丈夫な美しい身体づくりを目指します。 

[日]  ～3/22(木) 毎週木曜 ①15:30～16:30 ②16:40～17:40 (各全 46 回)  ※開講中 

[対] ①年中～小学１年生 ②小学２～６年生  [定]各 12 名 

[費] 38,550 円。残回数により異なる  [申] 電話･来館で随時申込可能。先着順 

少年少女レベル１（水泳教室） 
★初めて習う方や、けのび・背浮きを練習中のお子さんを対象とした教室です。 

[日]８/23(水)～11/15(水) 毎週水曜 17:00～18:00 (全 13 回)  [対]小学 1～中学 3 年生 

[定]10 名  [費]6,320 円  [申]7/15(土)～21(金)に電話･来館で受付。多数時抽選 

  

サッポロ さとらんど 

[所]東)丘珠町 584-2  [電]787-0223  [F]787-0947 

 

自由研究お助け講座 

①レジンでアクセサリー作り ★クラフト樹脂を使ってアクセサリーを作ります 

②チョークアート講座 ★チョークアートで絵を描きます 

③羊毛でフェルトボール作り★羊毛を丸めフェルトボールを作りオーナメントにします 

[日]①7/28(金)13:30～15:00 ②8/3(木)13:30～15:00 ③8/9(水)13:30～15:00 

[対]①②小学生以上の子どもと保護者 ③5 歳以上の子どもと保護者  [費]各日 1,000 円/組 

[定]①②12 組 24 名 ③15 組 30 名  [申]電話･来館で 7/21(金)から受付。先着順 

  

中央図書館  ※8/7～H30/3/31 は改修工事のため入館できません 

[所]〒064-8516 中)南 22 西 13  [電]512-7320  [F]512-5783 

 

札幌おはなしの会 夏のスペシャルおはなし会 
★札幌おはなしの会による怖くて面白いお化けなどのお話 

[日] 7/23(日)14:00～14:45 [対]どなたでも [定]なし [費]無料 [申]不要。直接会場へ 

ねこやなぎ おたのしみ会 
★大型絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターなど 

[日] 7/29(土)14:00～15:00 [対]どなたでも [定]なし [費]無料 [申]不要。直接会場へ 

図書館でオリエンテーリング 
★本の資料を手掛かりに、館内を探検する行事です 

[日] 8/26(土) 14:00～16:00  [対]小学３～６年生  [定] 8 名  [費]無料 

[申]市コールセンター(電話(222-4894)･FAX(221-4894)･HP)･往復葉書で、8/7(月)までに申

込。多数時抽選。 [備]会場は元町図書館(東区北 30 東 16) 

一日司書体験 
★図書館内の見学やカウンターでの実習など、司書の仕事を体験する行事です。 

[日]10/21(土) 13:30～16:00   [対]小学３～６年生  [定]８名   [費]無料    

[申] 往復葉書･HP で 9/1(金)～10/2(月)に申込。消印有効。多数時抽選 

[備] 会場は澄川図書館(南区澄川 4-4) 

ぬいぐるみのお泊まり会 
★ぬいぐるみが図書館にお泊まりして夜の館内を探検し、持ち主のために本を探します。 

[日] 11/19(日)14:30、25(日)16:00  [対]小学１～２年生  [定]10 名  [費]無料 

[申]往復葉書･HP で 10/1(日)～30(火)に申込。消印有効。多数時抽選 

[備]会場は山の手図書館(西区山の手 4-2)。11/19 にぬいぐるみを預かり 25 日に返却 
      


