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生涯学習センター（ちえりあ） 

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

 

教えて師匠！初めての落語ライブ！ 
★初めてでも大丈夫！誰でもわかる解説付きの公演。4名の噺家による落語とマジックが楽しめます。 

[日]7/2(土) 14:00～  [対]どなたでも（中学生以下は要保護者同伴）  [定]400 名 

[費]中学生以下無料。保護者 500 円（チケット制）  [申]チケットぴあ＜P コード 451153＞、

市内プレイガイドで発売中。 [備]ちえりあで購入の場合のみ、割引価格（300 円）適用あり。 

 

ミルクの秘密探検隊！～謎ときゲームと工作体験～ 
★謎ときゲームをしながら牛乳工場を見学。牛乳パックでオリジナル工作体験・お土産付き 

[日]7/29(金) 9:30～11:30  [対]小学生（要保護者同伴１名まで） 

[定]20 組 40 名  [費]700 円/組  [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） 

 

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」づくりにチャレンジ！「焼そば弁当」の工場見学・お土産付き 

[日]8/3(水) 10:00～12:00  [対]小学４～中学生（要保護者同伴１名まで） 

[定]10 組 20 名  [費]700 円/組  [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） 

 
  

青少年科学館 

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

[E] 講座ごとに異なるため、ホームページを参照。 

 

サイエンジャー科学教室～夏休み特別編～ 
★小学校の先生による、自由研究にも役立つ実験教室です 

[日]7/26(火)、27(水) 各日 10:30～11:30 と 14:00～15:00 ※すべて同内容 

[対]小学３～６年生  [定]各回 32 名  [費]無料  [申]～7/13(水)必着・多数時抽選 

[備]定員に達しない場合は、7/23(土)より電話受付（9:00～17:00）を開始 

 

親子工場見学会～セメント工場を見に行こう！～ 
★日鉄住金セメント㈱室蘭工場にバスで行き、セメントが作られていく様子を見学します。 

[日]8/4(木) 8:15～17:00  [対]小学４～中学生（要保護者同伴。子ども１名と親１名で１組） 

[定]20 組  [費]無料  [申]7/1(金)～7/20(水)必着・多数時抽選 

[備]現地へは大型バスで移動。集合・解散は青少年科学館。持ち物・服装等の注意あり。要確認。 

 
  

定山渓自然の村 

[所]〒061-2301 南)定山渓  [電]598-3100 [F]598-3104 

 

森もりレンジャー 
★「定山渓遊々の森」を活用し、家族単位で森づくり体験をする。 

[日]①7/24(日)、②8/11(木・祝) 各 10:00～16:00  [対]小学生を含む家族（1 組 5 名以内） 

[定]各 10 組  [費]2,170 円/組  [申]葉書で、①は 7/8(金)、②は 7/28(木)必着・多数時抽選 

 

昆虫博士キャンプ 
★昆虫を観察するための道具作りや、昆虫の生態について学ぶ機会とする。 

[日]7/30(土)、8/6(土) 各 15:00～20:00  [対]小学生を含む家族（１組５名以内） 

[定]各 10 組  [費]2,170 円/組  [申]葉書で、～7/15(金)必着。多数時抽選 

 
  

札幌エルプラザ（札幌市消費者センター） 

[所]北)北 8 西 3  [電]728-3131  [F]728-8301 

[E] koza@sapporo-shohisha.or.jp 

 

“子ども食品表示 G メン”になろう～体験しながら食品表示を楽しく学ぶ～ 
★講習と模擬実習を通して、表示を見て食品を選択することを、親子で身につけます。 

[日]7/23(土) 10:00～11:35  [対]小学３～４年生とその保護者  [定]親子 15 組 

[費]無料  [申]電話、FAX、E メールで 7/11(月)～7/21(木)受付。先着順。 

[備]託児あり(先着 5 名、1 歳から就学前) 
  

札幌芸術の森 

[所]〒005-0864 南)芸術の森 2-75  [電]592-5111 [F]592-4120 

 

手のひらサイズのオブジェづくり 
★500g の粘土を使い、手びねりでオブジェを作ります。 

[日]7/3(日) 10:00～13:00  [対]幼児から（小学３年生以下は要保護者同伴） 

[定]15 名  [費]2,200 円(市内への作品送料込み)  [申]電話(592-4122)で受付中。先着順。 

 

光の箱 
★造形作家･松村泰三さん考案の光と色の変化が楽しい「光の箱」を作ります。 

[日]7/10(日)、17(日)、18(月)、24(日)  各日①11:00～12:00 ②13:30～14:30 

[対]どなたでも（小学校低学年以下は親子で参加）  [定]各回 6 名  [費]1,000 円 

[申]7/1(金)から電話(591-0090)で受付。先着順。 

[備]会場は、札幌芸術の森野外美術館内 佐藤忠良記念子どもアトリエ 

 

夏休み親子で楽しくクイズラリー －学んで！食べて！もっと北海道農業を知ろう！！－ 
★クイズラリーで北海道の農業について学び、お昼に道産食材を使った料理を味わいます。 

[日]7/27(水) 10:00～12:30  [対]小学生以下の親子 

[定]親子 50 組  [費]無料  [申]往復はがきで、～7/10(日)受付。先着順。 

[備]会場は、サッポロミュージックテント（中央区大通 2 丁目） 

 

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]7/28(木) 10:00～12:00、14:00～16:00  [対]小学生以上（小学 3 年以下は保護者同伴） 

[定]各回 16 名  [費]1,200 円  [申]電話(592-4122)で受付中。先着順。 

 

  

札幌市環境プラザ 

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

[E] ecoplaza@kankyo.sl-plaza.jp 

 

夏休み自由研究応援講座 ～小さな研究者になろう！まちの中の樹木調査隊 
★専門家と一緒に街路樹を調査し、押し葉標本を使ったオリジナル図鑑を作ろう！ 

[日]7/26(火)10:00～16:00、8/3(水)10:00～15:00 （全２回）  [対]小学３年～６年生 

[定]20 名  [費]無料  [申]電話・FAX・E メール・来館で 7/11(月)～7/22(金)受付。先着順 

[備]申込時、保護者の氏名も必要。 

 

土曜日ワークショップ～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。 

[日]７/９(土)、７/23(土) 各日 10:00～15:00 の間、いつでも参加可能  [対]小学生 

[定]なし  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。 

 

  

西健康づくりセンター 

[所]〒063-0841 西)八軒１条西１  [電]618-8700  [F]618-8704 

[E] west-school@shsf.jp 

 

小学生のからだ元気教室 
★遊びの要素を取り入れた運動で楽しく体を動かし、運動習慣の定着を図ります。 

[日]８/５(金)～11/11(金) 毎週金曜 16:30～17:30  [対]肥満または肥満傾向の小学１～

３年生(身長と体重の比率で受講条件あり) [定]20 名  [費]7,290 円（この他、受講の都度施

設利用料が必要） [申]7/13(水)必着で、FAX・E メール・はがき・来館で申し込み。多数時抽選 

[備]申込時、上欄必要事項の他に生年月日、性別、身長、体重も記載。 

 
   

※ 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。 

◇ 講座についての問い合わせは、各施設にお願いします。 

 

講座情報はウラ側にもあります。次回「夏休み②号」は７月中旬に発行します。 
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北海道立近代美術館 

[所]中)北１西 17  [電]644-6881  [F]644-6885 

 

子ども鑑賞ツアー 
★近美コレクション展示室内で学芸員の案内により対話を楽しみながら作品を鑑賞します。 

[日]7/9(土)、8/13(土)、各 11:00～11:30  [対]小学生以上（子どものみ、親子参加も可能） 

[定]なし  [費]近美コレクション観覧券（一般 510 円、高大生 250 円、中学生以下・65 才以

上無料）※当日（土曜日）は高校生無料  [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 

 

キラキラパイ作り 
★パイ生地を星やハート型で型抜きし、さとほろジャムやチョコレートをはさんでパイを作ります。 

[日] 7/2(土)、3(日)、9(土)、10(日)、16(土)、17(日)、23(土)、24(日)、30(土)、31(日)、 

各日 10:30～11:30   [対]5 歳以上の子どもと保護者  [定]各日 8 組 24 名  

[費]800 円/組  [申]電話か来館で受付中。先着順。 

 

夏休み食育講座 ～メロンパン作り 
★さとらんどのバターを使ってクッキー生地を作り、パン生地にのせメロンパンを 4 つ作ります。 

[日] 7/26(火)、27(水)、8/2(火)、3(水)、9(火)、10(水) 各日 10:30～12:00 

[対]３歳以上の子どもと保護者  [定]各日 14 組 42 名 

[費]1,000 円/組  [申]7/11(月)9:00 から、電話か来館で受付。先着順。 

 

自由研究お助け講座 ～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。 

[日] 7/29(金) 10:30～12:00  [対]小学生以上の子どもと保護者   

[定]12 組 24 名  [費]1,000 円  [申]7/21(木)9:00 から、電話か来館で受付。先着順。 

 

  

札幌市公文書館 

[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～さっぽろの特産物 どんなもの？～ 
★札幌の歴史に詳しい先生の話をきいた後、写真・地図など使って歴史新聞をつくります。 

[日]7/30(土) 10:00～12:30  [対]小学４年～中学生  [定]12 名   

[費]無料  [申]電話、FAX、E メール、はがきで 7/1(金)～7/22(金)受付。多数時抽選。 

 
  

南区体育館 

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

 

南区体育館 かけっこ教室 ～速く走るコツ 小学校低学年～ 
★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]7/30(土) 10:00～11:00  [対]小学１年～３年生 

[定]30 名  [費]540 円  [申] 電話か来館で 7/12(火)まで受付中。多数時抽選。 

 

南区体育館 かけっこ教室 ～速く走るコツ 小学校高学年～ 
★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]7/30(土) 11:15～12:15  [対]小学４年～６年生 

[定]30 名  [費]540 円  [申] 電話か来館で 7/12(火)まで受付中。多数時抽選。 

 

  

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 

 

Kitara Kids ミュージック＆アーツクラブ 第 5 回 
★ピアニスト仲道郁代、絵本作家そらと一緒に音楽とアートの楽しさを体験します。 

[日]8/13(土) 10:00～15:00  [対]５歳～小学 6 年生  [定]35 名  [費]2,000 円 

[申]往復はがきに、上記必要事項、参加者の性別、保護者の名前、応募のきっかけを記入し申し込み。

7/8(金)消印有効。多数時抽選。 [備]保護者の見学は有料(500 円)。 

 
      

手稲区体育館 

[所]手)曙 2-1  [電]684-0088  [F]684-0089 

 

エンジョイキッズフットサル 
★フットサルに必要な動作、運動の基本的な動作を身につけれるように勧めていきます。 

[日] 8/3(水)～11/9(水) 指定水曜 15:55～16:55 (全 15 回) 

[対]小学１～２年生  [定]15 名  [費]8,040 円 

[申]電話か来館で 7/1(金)～7/10(日)(10:00～20:00)に申し込み。多数時抽選 

 

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

[日] 8/4(木)～12/1(木) 指定木曜 17:20～18:40 (全 15 回) 

[対]小学４年～中学１年生  [定]10 名  [費]11,830 円 

[申]電話か来館で 7/1(金)～7/10(日)(10:00～20:00)に申し込み。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] 8/4(木)～12/1(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(金)～7/10(日)(10:00～20:00)に申し込み。多数時抽選 

 

  

北海道博物館 

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

 

ちゃれんが講座 特別展「ジオパークへ行こう！」みどころ案内 
★7 月 9 日から開催される特別展「ジオパークへ行こう！」の見どころをご紹介します。 

[日]7/9(土) ①10:30～11:30、②13:00～14:00  [対]どなたでも  [定]各 100 名   

[費]無料  [申]電話(898-0500)で受付中。先着順 

 

ちゃれんがワークショップ 石器をつくる 
★旧石器文化から使われている白滝産の黒曜石で石器を作り、現代の道具と比較しよう。 

[日]7/10(日) 10:30～15:30  [対]小学生以上  [定]40 名 

[費]無料  [申] 電話(898-0500)で受付中。先着順 

 

特別イベント 北海道ジオパークまつり 
★道内 5 つのジオパーク関係者が集まり、各地の魅力を PR します。催しものがいっぱい！ 

[日]7/16(土) 10:00～16:30  [対]どなたでも  [定]なし 

[費]無料  [申]不要。直接会場へ。 

 

ちゃれんが講座 アイヌ民族が伝えたふしぎな話 
★有珠に伝わる巨大な化けものの話など、アイヌ民族に伝わる不思議なお話を紹介します。 

[日]7/23(土) 13:30～15:30  [対]小学生以上  [定]100 名 

[費]無料  [申] 電話(898-0500)で受付中。先着順 

 

講演会 北海道恐竜研究最前線 
★恐竜研究で有名な小林快次先生に、北海道の恐竜化石についてお話しいただきます。 

[日]7/31(日) 13:30～15:30  [対]小学生以上  [定]100 名 

[費]無料  [申]7/1(金)より電話(898-0500)で受付。先着順 

 

  

中央図書館 

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

 

せかいの絵本 おはなし会（ロシア語編） 
★国際交流員によるロシア語絵本の読み聞かせや、ロシアやノボシビルスクの文化に触れてみよう。 

[日]8/1(月) 14:30～15:30  [対]小学生以上の子どもと保護者  [定]30 名 

[費]無料  [申]不要。直接会場へ。先着順。 

 

工作会「カガクに挑戦！」 
★「葉のすじのしおり」や「人工イクラ」などを作る。 

[日]8/7(日) 14:00～16:00  [対]小学３～６年生  [定]12 名 

[費]無料  [申]往復はがきで申し込み。～7/17(日)消印有効。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] 講座ごとに異なるため、ホームページを参照。 

 

プラネタリウム夜間特別投影「めざせ、星空はかせ！！」 
★星座を探したり、宇宙旅行にでかけたり…クイズに答えながら星空に詳しくなろう！ 

[日]8/6(土) 19:00～20:00  [対]小学生以上（小・中学生には要保護者同伴） 

[定]200 名  [費]中学生以下無料（一般 500 円）  [申]7/1(金)～7/22(金)必着・多数時抽選 

[備]定員に達しない場合は、7/23(土)より整理券配布および電話受付（892-5004）を開始 

 

夏休み天体観望会 in「定山渓自然の村」 
★街明かりに邪魔されない満点の星のもと、望遠鏡で星団や星雲ものぞいてみませんか？ 

[日]8/12(金) 20:00～22:00  [対]どなたでも（小・中学生には要保護者同伴） 

[定]60 名  [費]無料  [申]7/1(金)～7/29(金)必着・多数時抽選  [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)。自家用車で現地集合・解散。その他、詳細は要確認。 

 
  

中央図書館 

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

 

ＣＩＳＥ夏休み自由研究講座『サケクイズ』 
★夏休みの自由研究に役立つ、サケの生態についての講義やクイズを実施。 

[日]8/17(水) 10:00～12:00  [対]小学３～６年生  [定]10 名  [費]無料 

[申]札幌市コールセンター（℡222-4894、FAX221-4894）または札幌市コールセンター「イ

ンターネットでお申し込み可能な事業」ページから、7/15(金)～8/3(水)に申込。多数時抽選。 

 

図書館でオリエンテーリング 
★本の資料を手がかりに、館内を探検します。 

[日]8/20(土) 14:00～16:00  [対]小学３～６年生  [定]8 名 

[費]無料  [申]往復はがきで申し込み。～7/31(日)消印有効。多数時抽選 

 

一日司書体験 
★カウンターでの貸出・返却や書庫の見学などが体験できます。 

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

[費]無料  [申]往復はがきで申し込み。～9/18(日)消印有効。多数時抽選 

 
 

札幌市環境プラザ 

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

[E] ecoplaza@kankyo.sl-plaza.jp 

 

なつやすみエコ教室～フェアトレードビーズで、手作りしよう！～ 
★フェアトレードビーズを使った小物作りをしながら、フェアトレードについて考えます。 

[日]8/11(木・祝) ①初級編 9:30～11:30 ②中級編 13:30～15:30 

[対]小学生と保護者  [定]各回 8 組 16 名程度  [費] 400 円（大人は 600 円） 

[申]電話・ＨＰ・来館で 7/11(月)～受付。先着順  

 

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] 8/13(土)、8/27(土)、9/10(土)、9/24(土)、10/8(土)、10/22(土) 各日 10:00～15:00

の間、いつでも参加可能  [対]小学生 

[定]なし  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。 

 

    

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 
★粘土で茶碗などを作り、後日「札幌芸術の森」の「登り窯」で焼き上げます。 

[日]7/22(金)10:30～12:30、13:30～15:30、17:00～19:00、7/23(土)10:30～12:30 

[対]小学生以上  [定]各回 20 名  [費]1,800 円  [申]電話で受付中。先着順。 

 

市民ギャラリー 夏休み子ども七宝体験教室 
★キーホルダー・ブローチ・ネックレスからひとつ選び、「七宝焼」を作ります。 

[日]7/28(木)、7/29(金) 各日 10:30～12:30、13:30～15:30 

[対]小学生～中学生  [定]各回 20 名  [費]500 円  [申]電話で受付中。先着順。 

  

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・指輪からひとつ選び、「七宝焼」を作ります。 

[日]8/26(金)10:30～12:30、8/27(土)10:30～12:30、13:30～15:30 

[対]小学生以上  [定]各回20名  [費]700円  [申]7/13(水)9:00から電話で受付。先着順。 

  

市民ギャラリー 夏休み子ども映画会 
★ディズニーアニメ名作シリーズより「ふしぎの国のアリス」を上映します。 

[日]8/4(木)10:30～11:45 

[対]どなたでも  [定]80 名  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。先着順。 

  
  

札幌芸術の森 

[所]南)芸術の森 2-75  [電]592-5111 [F]592-4120 

 

オヒョウの木の皮で作るブレスレット 
★アイヌのアットゥシ織に使われる木の皮を編んでブレスレットを作ります。 

[日]9/3(土)、4(日) 10:00～12:00、13:00～15:00   

[対]小学生以上（小学３年生以下は要保護者同伴） [定]各回 20 名  [費]800 円 

[申]7/19(火)から、電話(592-4122)で受付。先着順。 

 

美術探偵団 ～見えない世界のフシギをさがせ！～ 
★クイズを解きながらエッシャーの作品に秘められた謎を解き明かす子ども向けツアー。 

[日]9/22(木・祝)、10/1(土)、各日 10:00～、14:00～ 各回 40 分程度  [対]小学生以下 

[定]なし  [費]無料。ただし当日有効の展覧会観覧券が必要  [申]当日直接来館で受付。 

 

  

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]7/31(日) 10:30～12:00  [対]小学生と保護者  [定]10 組 

[費]無料  [申]電話で 7/17(日)より受付。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]8/2(火)、8/3(水) 10:30～15:00 (全２回)  [対]両日とも参加できる小学生と保護者 

[定]10 組  [費]無料  [申]電話で 7/19(火)より受付。先着順。 

 

  

本郷新記念札幌彫刻美術館 

[所]中)宮の森 4-12  [電]642-5709  [F]616-0900 

 

夏休み子ども造形教室 ～ブロンズ粘土で彫刻をつくろう！～ 
★本郷新の作品をお手本に粘土を使い、実際のブロンズ彫刻のような作品を制作します。 

[日]7/27(水)、7/28(木) 各日 10:00～12:30  [対]小学 3 年～６年生  [定]各日 16 名 

[費]1,500 円  [申]各日とも、電話で 7/16(土)9:30 より受付。先着順。 

 
           

※ 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。 

◇ 講座についての問い合わせは、各施設にお願いします。 
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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 

 

ちえりあ親子映画会「トムとジェリー」 
★ねこのトムとねずみのジェリーは、今日も仲良くケンカ中？！ドタバタ楽しい６つのお話！ 

[日]7/28(木) 10:00～10:55  [対]どなたでも 

[定]400 名  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。先着順。 

 

ちえりあフェスティバル 2016 
★毎年恒例、ちえりあ全館あげてのお祭り！ステージあり、ミニ講座あり、子どもも大人も一緒に遊ぼう！ 

[日]8/20(土)、8/21(日) 11:00～16:00（出入り自由。一部 16 時以降のプログラムもあります） 

[対]どなたでも  [定]なし  [費]無料  [申]不要。直接会場へ。 

 

森の学校～森で学ぶ！森で遊ぶ！森でつくる！～ 
★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]9/24(土) 9:00～16:30  [対]小学生（要保護者同伴１名まで） 

[定]10 組 20 名  [費]1,300 円/組  [申]FAX、はがき、HP で～7/25(月)受付・多数時抽選 

[備]講座会場は、定山渓国有林（アサヒビール北海道工場（白石区南郷通４南１）に集合） 

 
  

中央体育館 

[所]中)大通東５  [電]251-1815  [F]221-6064 

 

ジュニアテニス（小１～小３） 
★脚の動き、ラケットの振り方、コートを意識した練習を通して基礎から学びます。 

[日]9/26(月)～H29.3/13(月) 指定月曜 17:00～18:00(全 15 回)  [対]小学１年～３年生 

[定]10 名  [費]9,560 円  [申]電話・来館で 9/1(火)～9/10(土)に申し込み。多数時抽選 

[備]開催日程は変更となる場合がありますので、申込時にご確認ください。 

 

ジュニアテニス（小４～中学生） 
★脚の動き、ラケットの振り方、コートを意識した練習を通して基礎から学びます。 

[日]9/26(月)～H29.3/13(月) 指定月曜 18:00～19:30(全 15 回)  [対]小学４年～中学生 

[定]10 名  [費]11,830 円  [申]電話・来館で 9/1(火)～9/10(土)に申し込み。多数時抽選 

[備]開催日程は変更となる場合がありますので、申込時にご確認ください。 

 

少年少女剣道 
★礼儀･作法、基本的動作の習得、技術力の向上と心身の鍛錬を図ります。 

[日]10/1(土)～H29.3/18(土) 指定土曜 17:15～18:45(全 20 回)  [対]小学生～中学生 

[定]15 名  [費]12,740 円  [申]電話・来館で 9/1(火)～9/10(土)に申し込み。多数時抽選 

[備]開催日程は変更となる場合がありますので、申込時にご確認ください。 

 

ジュニア体操（火） 
★マット、跳箱、鉄棒、平均台を使用し、基礎的な運動能力の向上を目指します。 

[日]10/4(火)～H29.3/7(火) 指定火曜 16:30～18:00  [対]小学１年～３年生 

[定]10 名  [費]15,770 円  [申]電話・来館で 9/1(火)～9/10(土)に申し込み。多数時抽選 

[備]開催日程は変更となる場合がありますので、申込時にご確認ください。 

 

ジュニアバレーボール 
★基礎から学び、仲間と技術を高めあい団体競技の楽しさを味わえる教室です。 

[日]10/5(水)～H29.3/22(水) 指定水曜 17:00～18:30(全 20 回)  [対]小学３年～中学生 

[定]30 名  [費]12,740 円  [申]電話・来館で 9/1(火)～9/10(土)に申し込み。多数時抽選 

[備]開催日程は変更となる場合がありますので、申込時にご確認ください。 

 
  

北海道立近代美術館 

[所]中)北１西 17  [電]644-6881  [F]644-6885 

 

子ども鑑賞ツアー 
★近美コレクション展示室内で学芸員の案内により対話を楽しみながら作品を鑑賞します。 

[日]９/10(土)、10/8(土)、各 11:00～11:30  [対]小学生以上（子どものみ、親子参加も可能） 

[定]なし  [費]近美コレクション観覧券（一般 510 円、高大生 250 円、中学生以下・65 才以

上無料）※当日（土曜日）は高校生無料  [申]不要。直接会場へ。 

 

       

東健康づくりセンター 

[所]〒063-0010 東)北 10 東７  [電]742-8711  [F]742-8714 

[E] east-school@shsf.jp 

 

小学生のストレッチバレエ 
★ストレッチを中心にバレエの基本動作を習得しましょう。 

[日]10/5(水)～12/21(水) 毎週水曜(11/23 を除く) 17:15～18:15 (全 11 回) 

[対]小学生  [定]20 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度、施設利用料 200 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で 8/2(火)～25(木)必着で申し込み。性別･生年月日も記入。多数時抽選 

 

うごこう！キッズ教室（小１・小２コース） 
★走る、飛ぶ、バランスを保つなど、多くの動きを体験し、運動神経を養う教室です。 

[日]10/6(木)～12/22(木) 毎週木曜(11/3 を除く) 16:55～17:55 (全 11 回) 

[対]小学１～２年生 [定]20 名 [費]8,340 円（この他、受講の都度、施設利用料 200 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で 8/2(火)～25(木)必着で申し込み。性別･生年月日も記入。多数時抽選 

 

ジュニアヒップホップ（金） 
★ヒップホップの基本的な動きをステップで楽しく踊りましょう！ 

[日]10/7(金)～12/16(金) 毎週金曜 16:30～17:30 (全 11 回) 

[対]小学生  [定]20 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度、施設利用料 200 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で 8/2(火)～25(木)必着で申し込み。性別･生年月日も記入。多数時抽選 

 

ジュニアヒップホップ（火） 
★ヒップホップの基本的な動きをステップで楽しく踊りましょう！ 

[日]10/11(火)～12/20(火) 毎週火曜 16:30～17:30 (全 11 回) 

[対]小学生  [定]20 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度、施設利用料 200 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で 8/2(火)～25(木)必着で申し込み。性別･生年月日も記入。多数時抽選 

 

  

中央健康づくりセンター 

[所]〒060-0063 中)南 3 西 11  [電]562-8700  [F]562-2130 

[E]central-school@shsf.jp 

 

キッズジャズヒップホップ 
★ジャズダンスの基本的な動きを、簡単なステップで楽しく踊りましょう！ 

[日]10/7(金)～12/16(金) 毎週金曜 16:00～17:00 (全 11 回)  [対]４歳～小学１年生 

[定]30 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度、施設利用料 390 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で、8/2(火)～8/25(木)必着で申し込み。性別も記入。多数時抽選。 

 

ジュニアジャズヒップホップ 
★ジャズダンスの基本的な動きを、簡単なステップで楽しく踊りましょう！ 

[日]10/7(金)～12/16(金) 毎週金曜 17:05～18:05 (全 11 回)  [対]小学生 

[定]30 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度、施設利用料 390 円が必要） 

[申]葉書・E メール・来館で、8/2(火)～8/25(木)必着で申し込み。性別も記入。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～ラベンダーでせっけん作り 
★さとらんどのラベンダーを練りこんだせっけんを作ります。 

[日] 8/1(月) 11:00～12:00  [対]5 歳以上の子どもと保護者  [定]12 組 24 名  

[費]1,000 円  [申]7/21(木)9:00 から、電話か来館で受付。先着順。 

 

自由研究お助け講座～木の実のフレーム作り 
★木の箱に松ぼっくりや木の実を飾り飾り物を作ります。 

[日] 8/8(月) 13:30～15:00  [対]５歳以上の子どもと保護者  [定]15 組 30 名 

[費]1,000 円  [申]7/21(木)9:00 から、電話か来館で受付。先着順。 

 

                   
 

講座情報はウラ側にもあります。 

次回「冬休み号」は 11 月と 12 月に発行します。 


