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凡例 [所]所在地 [電]電話 [Ｆ]ＦＡＸ [Ｅ]Ｅメール [HP]ホームページ  [日]日程 [対]対象 [定]定員 [費]費用 [申]申込方法 [備]備考 

◇申し込み時の必要事項◇ 

①行事名（希望日時・曜日・会場など） ②住所（郵便番号） ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤電話番号（FAX、E メール） ⑥学校名・学年（児童・生徒のみ） ⑦返信先 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

札幌市生涯学習センター 
[所]〒063-0051 西）宮の沢 1 条 1 丁目 1-10 

[電]671-2311 [F] 671-2334  

 

親子で体験してみよう！日本の文化「茶道」 
★茶道に関するクイズや茶筅振りの体験をしながらお点前に参加してみましょう！ 

[日] 2/17（日）10：30～11：30 [定]5 名 
[対]小学 3～6 年生 [費] 700 円 ※別途材料費 500 円  
[申]すでに開始済み。FAX・来館申しこみ・はがき・HP にて 12/25（火）必着。
多数時抽選。[備] 要:保護者同伴１名まで。 

親子で体験！ 鉄鋼工場見学～メタルキットでカブトムシ

を作ろう～ 
★鉄鋼製品の製造現場を見学してみよう！メタルキットで“ものづくり体験”もあるよ！ 

[日] 2/23（土）10：00～12：00 [対]小学 3 年～中学生 [定]15 名  
[費] 700 円 [申]すでに開始済み。FAX・来館申しこみ・はがき・HP にて 12/25
（火）必着。多数時抽選。[備]会場は JFE 条鋼株式会社豊平製造所（西区発寒 10
条 13 丁目 1 ）要:保護者同伴１名まで。 
   

中央体育館 
[所]〒060-0041 中）大通東 5 丁目 12-13  

[電]251-1815 [F] 221-6064 

 

冬休み短期 ジュニアバドミントン教室①・② 
★はじめての方からどなたでも参加できます。ラケットの握り方やストロークの指導をします。 

[日] 1/11 日（金）～12（土） 各日①13:00～14:30 ②14:45～16:15  
[対]①小学 1,2 年生 ②小学 3～6 年生 
[定]各 10 名 [費]1,580 円（各種手帳を持っていれば 1,260 円） 
[申]12/1（土）～12/10（月）まで電話・来館申しこみ・HP にて。多数時抽選 
      

西区体育館温水プール 
[所]〒063-0825 西）発寒 5 条 8 丁目 9-1 [電] 662-2149  

[F]662-2177 

 

冬休み短期！苦手克服教室！ 
★運動能力向上、苦手種目の克服を目指します。 

[日]12/26（水）～28（金） 
①縄跳び 10:10～11:10 ②ボールキャッチ 12:40～13:40（全 3 回） 
1/4（金）～6（日） 
③鉄棒 10：10～11：10 ④とび箱 12：40～13：40 ⑤マット運動 15：10
～16：10（全 3 回） 
[対]小学 1～3 年生 [定]各 5 名 [費]各 2,820 円  
[申]12/1（土）～12/14（金）の期間、電話・直接来館・HP にて申しこみ。多数
時抽選 [備]詳細は問い合わせ 

平成30年度第3期西温水プール教室（少年少女レベル1～7）

★小中学生を対象とした水泳教室です。初めて水泳を習う方も受講できます。 

[日]1～3 月までの月～金曜日（全 7～11 回） ※時間・回数は各曜日による 
[対]小学 1 年～中学 3 年生 [定]10 名～（各曜日・レベルによる）  
[費]2,690 円～（曜日・レベルによる） 
※障がい者手帳等をお持ちの方は 2,150 円～ 
[申] 12/4（火）～12/16（日）の期間、電話・直接来館・HP にて申しこみ。多数
時抽選 [備]詳細は問い合わせ 
                                       

   

札幌市こども人形劇場こぐま座 
[所]〒064-0931 中）中島公園１－１ [電]・[F] 512-6886 

 

こども舞台体験プログラム「ふれアート」 
★日本の伝統芸能「人形浄瑠璃」を楽しく体験！みて・ふれて・古典の魅力を発見しよう！ 

[日]１２/８（土）、９（日）１０:００～１５:００ [対]小学３年～高校生  
[定]３０名 [費]無料  [申]11/13（火）から電話申しこみ。先着順 
      

札幌市円山動物園 
[ 所 ] 〒 064-0959  中）宮ヶ丘 3 番地 1 [ 電 ] 621-1426 

[F]621-1428  

 

冬の子どもの 1 日飼育係 
★動物の飼育体験のほか、普段は見られない施設へ案内します。 

[日]12/27（木）、12/28（金）、1/8（火） [対]小学 4～6 年生  
[定] 10 名 [費]無料   
[申]必要事項の他、保護者氏名、「子どもの学びガイドを見て応募」と記載し、往復
はがきで申しこみ、12/14（金）必着。多数時抽選 
    

自然ふれあい交流館 
[所]〒069-0832 江別市西野幌 685-1 [電] 386-5832 

[F] 388-7058  [E] nfpvc@kaitaku.or.jp 

 

もりの工作コーナー「松ぼっくりのクリスマスツリーづくり」 
★松ぼっくりで小さなクリスマスツリーを作ってクリスマスを迎えよう！ 

[日]12/8(土)～12/25(火) 各日 9:30～16:30（期間中、平日の月曜のみ休館) 
[対]なし [定]なし [費]無料 [申]直接会場へ 

もりの工作コーナー「ウッドプレート 木ー(キー)ホルダー」 
★木の枝でオリジナルのキーホルダーをつくろう！ 

[日]1/5(土)～3/3(日) 各日 9:30～16:30（期間中、平日の月曜のみ休館)  
[対]なし [定]なし [費]無料 [申]直接会場へ 
 

厚別区体育館 
[所]〒004-0052 厚）厚別中央 2 条 5 丁目 1-20  

[電] 892-0362 [F] 892-0363 

 

ジュニアテニス基礎 
★テニスを基礎から楽しく学んでいきます。 

[日]10/22（月）～3/18（月） 毎週月曜日 16:00～17:30 （全 13 回）  
[対]小学 1～6 年生 [定] 20 名 [費]残回数により変動。詳細は電話にて  
[申]電話・来館申しこみ。先着順。現在、開講中のため随時受付中。定員になり次第
締切り 

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]10/22（月）～3/18（月）毎週月曜日 18：15～19：15 （全 13 回）  
[対]小学 1～高校 3 年生  
[定]15 名 [費]残回数により変動。詳細は電話にて [申]電話・来館申しこみ。先着
順。現在、開講中のため随時受付中。定員になり次第締切り 

ジュニアハンドボール 
★ハンドボールを基礎から楽しく学んでいきます。 

[日] 10/3（水）～3/13（水） 毎週水曜日 15:30～16:30（全 21 回）  
[対]小学 1～中学 2 年生  [定]30 名 [費]残回数により変動。詳細は電話にて 
[申]電話・来館申しこみ。先着順。現在、開講中のため随時受付中。定員になり次第
締切り 

ジュニアミュージカルシアターダンス 
★歌い踊ってミュージカル風に仕上げます！発表会を目指して作品を完成させましょう！ 

[日]10/5（金）～3/15（金） 毎週金曜日 16:30～17:30（全 22 回）  
[対]小学 1～中学 3 年生 [定]20 名 [費]残回数により変動。詳細は電話にて  
[申]電話・来館申しこみ。先着順。現在、開講中のため随時受付中。定員になり次第
締切り。 [備]発表会参加時、衣装を用意する場合あり。 

                                                            

※ 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。 

 

さむさになんて 

まけないぞ！ 
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北海道開拓の村 
[所]〒004-0006 厚）厚別町小野幌 50-1 [電]898-2692  

[F] 898-2694 [E]info@kaitaku.or.jp 

 

親子チャレンジ！「万華鏡づくり」 
★親子一緒に、ビー玉を使用したかわいい万華鏡を作りませんか。 

[日]12/24(月・祝) 13:00～16:00  [対]小学生以下とその保護者  
[定]10 組 20 名 [費]親子一組 1,000 円  
[申]11/25（日）より電話受付。参加者氏名・住所・電話番号・子どもの学年（年
齢）必須。先着順 

和凧づくり 
★和紙と竹ひごで作る本格的な和凧づくりに挑戦！好きな絵を描いて空に揚げてみよう！ 

[日]1/8(火)、1/9（水） 各日 10:00～15:00 [対]小学生  [定]各日 20 名  
[費]無料 [申]電話にて 12/9（日）より受付。先着順。参加日時・参加者氏名・学
年・住所・電話番号必須  [備] 持物：昼食（食堂有）、汚れてもよい服装、防寒服 
 

札幌コンサートホール Kitara 
[所] 〒064-0931 中）中島公園１番 15 号 
[電] 520-2000 [F] 520-1575 

 

オルガンワークショップ「ひろがる！つたわる！オルガン
のひびき」 
★Kitara のオルガンの響きに触れながら、自由に音楽を感じるワークショップです。 

[日]1/14（月・祝）10：30～12：15 
[対]小学１～4 年生 [定]2０名 [費] 500 円（保護者見学無料） 
[申]性別・応募のきっかけを記載し、はがきで申しこみ。 
11/12（月）～12/14（金）※期間内の消印有効。多数時抽選 

 

  

サッポロさとらんど 
[所]〒007-0880 東）丘珠町 584 番地 2  

[電]787-0223 [F]787-0947  

 

そば打ち体験 
★5 人前の二八そば作り。有段者のデモ打ちを見学後マンツーマンの指導でそば打ち。 

[日]12/16（日）～3/17（日）までの第 1･3 日曜日 10:00～12:00 
[対]小学 1 年生以上 [定] 20 名 [費]1,800 円  
[申]希望日の 1 ヶ月前から電話・来館申込で先着順 

手づくりバター体験 
★生クリームが入ったビンを激しく振っておいしいバター作り。気軽に参加できます。 

[日]冬期営業期間１日２回開催 ①11：00～11：30 ②14：00～14：30  
[定]24 名 [費]350 円 [申]電話・来館申込で先着順。希望日の 1 ヶ月前から受
付開始 [備]11/4（日）～４/26（金）の冬期営業期間の休園日は、月曜日(祝日の
場合はその翌日) 12/29（土）～1/3（木） 開館時間 9：00～17：00 

       

札幌市公文書館 
[所]〒064-0808 中）南８条西２丁目 [電]521-0205  

[F]521-0210 [E]kobunshokan@city.sapporo.jp 

 

札幌の歴史探検～さっぽろの交通～ 
★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]１/１２（土） 10:00～12:30 
[対]小学４年生～中学３年生 [定]12 名 [費]無料 
[申]電話・FAX・E メール・はがきにて受付中。12/20（木）必着。多数時抽選 
        

北海道博物館 
[所]〒004-0006 厚）厚別町小野幌 53-2  

[電]89８-0466（総合案内） [F]89７-1865 

 

博物館で新年祈願!? 日本の画材で絵馬づくり 
★絵馬の歴史をひもときながら、日本の伝統的な画材でオリジナル絵馬をつくります。  

[日]12/22（土）13:30～16:00 [対] 小学１～6 年生 [定] 30 名  
[費] 無料 [申]11/23（金・祝）より電話（898-0500）で受付。先着順  
[備]汚れてもよい服装。筆、水入、絵筆をふく雑巾（ある場合） 
                                    

手稲区体育館 
[所]〒006-0832 手）曙 2 条 1 丁目 2-46 [電]684-0088 

[F]684-0089 

 

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] 12/6(木)～3/28(木) 指定木曜日（HP 参照） 15:40～16:40 (全 15 回)  
[対]小学 1･2 年生[費]9,560 円 ※途中受講の場合教室残回数により異なる。 
[申]電話・来館・WEB 申しこみ。先着順 

げんきキッズ！B 
★遊びを通して、運動の土台となる基礎的な運動能力を身につける教室です。  

[日]10/10（水）～3/6（水）指定水曜日(全 20 回・HP 参照) 
※10 月開講のため途中からの受講 
[対]小学 1･2 年生[定]20 名[費]17,730 円(全 20 回分) ※教室残回数分により異
なる [申]電話・来館・WEB 申しこみ。先着順  
    

北海道立文学館 
[所]〒064-0931  中）中島公園１番４号  

[電] 511-7655 [F] 511-3266 

 

わくわくこどもランド～手作り教室・すごろくをつくろう！～ 
★紙工作ですごろくを作ります 

[日]12/16（日）10:30～12:00 [対]小学生とその保護者  [定]15 組  

[費]無料 [申]12/4（火）より電話申しこみ。先着順 

わくわくこどもランド～クリスマススペシャル～ 
★ペープシアター・ボードビルなど 

[日] 12/23（日・祝）11:00～12:00 [対]幼児、児童とその保護者  

[定]６０名（保護者含む） [費]無料 [申]先着順 

わくわくこどもランド～手作り教室・カルタをつくろう！～ 
★２０枚を目標に文と絵を考えてオリジナルカルタを作ります 

[日]1/13（日） 10:30～14:30 [対]小学生とその保護者 [定]１５組  

[費]無料 [申] 12/20（木）より電話申しこみ。先着順 
   

西健康づくりセンター 
[所] 〒063-0841 西）八軒１条西１丁目７－７ 

[電] 618-8700 [F]618-8704  

 

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]1/11(金)～3/29(金) 毎週金曜日 16：30～17：30 全 12 回 
[対]肥満または肥満傾向の小学１～３年生 
[定] 20 名 [費] 5,830 円 ※受講料の他に受講の都度、施設利用料が必要。  
[申]上記必須事項＋生年月日、性別、身長、体重記載の上 FAX・来館申しこみ・は
がき・E メールにて 12/1(土～12/18(火)必着。多数時抽選。  
[備] ※身長と体重の比率で受講条件あり 

ジュニアジャズダンス 
★ジャズダンスの基本的な動きを、リズムに合わせて楽しく学びます。 

[日]1/8(火)～3/19(火) 毎週火曜日 16：30～17：30 全 11 回 [対]小学生 
[定]30 名 [費]5,890 円 ※受講料の他に受講の都度、施設利用料が必要 [申]上
記必須事項＋生年月日、性別記載の上、FAX・来館申しこみ・はがき・E メールのい
ずれかにて 11/23(金)必着。多数時抽選。空きがあれば以降も申しこみ・参加可能 

ジュニアヒップホップ 
★ヒップホップの基本的な動きを、リズムに合わせて楽しく学びます。 

[日]1/9(水)～3/20(水) 毎週水曜日 16：30～17：30 全 11 回 [対]小学生 
[定]30 名 [費]5,890 円 ※受講料の他に受講の都度、施設利用料が必要 [申]上
記必須事項＋生年月日、性別記載の上、FAX・来館申しこみ・はがき・E メールのい
ずれかにて 11/23(金)必着。多数時抽選。空きがあれば以降も申しこみ・参加可能 
   

札幌市下水道科学館 
[所]〒001-0045 北）麻生町8丁目 [電]717-0046 [F] 717-0047  

 

下水道科学館工作教室 ～折り紙リース教室～ 
★折り紙を使って季節感じるオリジナルリースを作ります。 

[日]12/16(日) ①11:00～ ②13:30～ 
[対]どなたでも(未就学児は保護者同伴) [定]各回 20 名。 [費]無料  
[申]整理券は、当日 9:30～先着順に配布します 
 


