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札幌軟石の歴史と軟石を使ったまちづくりについて学ぶ講座を行いました。講師は、軟石

を使った小物づくりやワークショップなどを企画している「軟石や」の小原恵さん。軟石を

片手に、塀や石段・鳥居などに使われている岩石と見比べて「ここにも軟石がある！」と発

見しながら、石山のまちを歩きました。緑地

公園では、採掘に使われていたツルハシを

持つ体験も。また、サポーターとして同行し

た石山大学（石山地区の市民大学）の皆さ

んから、定山渓鉄道が走っていたときの話

も聞くことができました。

「北海道・北東北縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されるという最高のタイミングで

の開講となったため、熱心に講座を聴くたくさんの受講生の姿が見られました。

1回目と2回目は北海道埋蔵文化財センターの長沼先生から、北海道はどういった歴史

を辿り、縄文時代にどのような生活を送ったのかについてお話していただきました。講

義の終わりに先生から「文化財は「腹の足し」にはならないが「心の足し」になる」という

お言葉があり、深くうなずく受講生の姿も見られました。

3回目は札幌大学の瀬川先生から、アイヌの人々が縄文文化の伝統をどう受け継いでい

るのかについて解説していただきました。講座の数日前に世界文化遺産へ正式に登録

が決定したこともあり、拍手でお祝いをする場面も！ うれしい瞬間になりました。

4回目は北海道環境生活部文化局文化振興

課縄文世界遺産推進室の阿部先生に世界文

化遺産の登録までの軌跡についてお話しい

ただきました。登録のための細かい基準や

審査について、実際の取り組みや苦労話を

交えた貴重な現場のお話を聞くことができ

ました。

さっぽろ市民カレッジ 講座レポート
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの講座が中止や延期となっています
が、一部の講座は開講することができました。
　そこで本号では、まちあるきの講座やちえりあ初のラジオ講座など、ジャンルも学び
方も異なる3講座の様子を担当者のレポートでご紹介します。
　講座の雰囲気から学びの楽しさを感じてください。　

　ちえボラは引き続き魅力的な講座をたくさん企画しています。来年には新

メンバーの募集(予定)もありますので、活動に興味がある方はお問い合わせく

ださい！

まちあるき講座

～来て・見て・触れる～
札幌軟石と石山のまちづくり

北海道に花開いた縄文文化の魅力
ちえりあ学習ボランティア（ちえボラ）企画講座

トレンドをいち早く取り入れた内容が人気の
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講師 司会進行：長谷川　聡
　　　　  （さっぽろ市民カレッジ企画委員会委員長／社会福祉法人アンビシャス理事長）
講師：三浦　眞理（おりーぶべりー保育園　園長）

白石区民センター
（白石区南郷通1丁目南8）

札幌市生涯学習センター
（西区宮の沢1条1丁目1-10）

12月15日（水）15：00～16：30

各回800円

ご家庭に乳幼児のいる方
ベビーカー持ち込み可、お子さんの飲食可（おやつ程度）、会場は裸足でOK、調乳のお湯あり、
会場に授乳スペースあり（個室ではありませんので、気になる方は授乳ケープなどをお持ち
ください。）
講座内容はどちらとも同じです。
感染症拡大防止のため、お子さんのおもちゃはご持参ください。

2月16日（水）10：00～11：30

12月編 2月編

日時

先着順受付中 12月27日（月）申し込み締め切り

会場

受講料

対象
各回10名定員

赤ちゃんサポート

その他

「ラジオ放送講座」 を
放送しました！

初めての

8月28日、9月4日、11日の毎週土曜、午前8時から1
時間、コミュニティーFMラジオ局「三角山放送局」
で、当センター制作のラジオ講座　『手嶋兼輔・古代
ギリシアへの誘い』を放送しました。
コロナ禍で対面型の講座が次々と中止になってしまう
中、どうにかして市民の皆さんに講座を届けようとい
う試行講座の一環です。

講師は、さっぽろ市民カレッジで「解説！現代史」などの講座を担当する手嶋兼輔先生。
初めてのラジオ収録に最初は慣れなかったと言いますが、3回の収録を終えるころに
は「要領を掴んできて楽しくなりました」と笑顔でした。

講座では、風景・神話・言葉の3つをテーマに、古代ギリシアの街や人々の様子が目に
浮かぶような話題が次々と紹介されました。ラジオ講座らしく、放送の中盤では先
生が選曲したギリシア音楽が流れ、職員の声で作ったセンターのオリジナルCMも
放送しました。

三角山放送局スタッフの割野雄大さんは、「手嶋先生
のやわらかい口調と、わかりやすく楽しいお話で、人
気講座の理由がわかりました」と話してくれました。

この講座は、ラジオの他にインターネットでも聴くこ
とができたため、札幌以外の道内、道外、そして海外
（！）にお住まいの方の受講もありました。

これに続く試行講座の第2弾として、オンライン会議システムの「Zoom（ズーム）」を
使った『検証・江戸幕府崩壊』講座（13ページ掲載）を行います。
今後も、当センターが行うさまざまなスタイルの講座に、ぜひご期待ください！

なお、次に手嶋先生が担当する市民カレッジ講座は、『解説！現代史・冬』（8ページ掲載）
です。こちらは札幌市生涯学習センターを会場に行う対面型講座となっています。

いざな

て じま けん すけ

わり の

受講生募集中

子育て
おしゃべり会☆
12月と2月に開催

参加者の声
●同じく子育てをされている方々とお話ができ、リ
フレッシュできました。
●もっと子どもの“やりたい”“したい”を尊重しよう
と思いました。
●子ども同士、ある程度見守って遊ばせて良いなと
わかり、勉強になりました。

　外出自粛が続く中で、お子さんとずっと家にいることは、楽しいばかりではなく負担も増えますよね。この
講座はそんなコロナ禍でも子育てを前向きに楽しんでほしいという願いを込めて企画しました。
　おうち遊びに限界を感じている方、お子さんのことで気になっていることや心配なことがある方、クリスマ
スや冬休みの過ごし方を迷っている方、社会復帰に向けて不安を抱えている方、「こんな工夫があるよ」や
「これは失敗だったなあ」などの経験をお持ちの方、そして「とにかく誰かと会いたい」という方も、ぜひ皆さ
んで情報交換しましょう。

さっぽろ市民
カレッジ

感染症拡大防止のため、お子さんのおもちゃはご持参ください。
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11/12　金曜
13：30～15：30
1,100円

■開催日時

■受 講 料

言葉の美しさや表現のおもしろさ…短歌の文化
に触れて、創作をしてみませんか？

はじめての短歌創作
～数字のある短歌～

歌人　
北海学園大学人文学部日本文化学科 教授　
田中　綾

講 師

定員10名先着順受付中

会場：札幌市民交流プラザ/中）北1西1

2/9～3/23　毎週水曜
19：00～21：00〈全6回〉
※2/23を除く
8,600円

■開催日時

■受 講 料

アイディアを生み出すために、自身の中に眠って
いる発想力を目覚めさせる講座です。

発想力を身につけよう！
～アイディアを生むコツを発見する～

マーケティングプランナー　
臼井　栄三

講 師

会場：札幌市生涯学習センター／西）宮の沢1-
1

2/18　金曜　
14：00～16：00
1,100円

■開催日時

■受 講 料

裏側から楽しむ美術館の世界
～展覧会のつくりかた～

本郷新記念札幌彫刻美術館　
学芸員　平井　菊花

定員15名12月27日（月）申し込み
締め切り

定員12名12月27日（月）申し込み
締め切り

3/3～3/24　毎週木曜
10：00～12：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

半世紀前の世界と日本の出来事を振り返りなが
ら、国際社会の今を学びます。

解説！現代史・冬
～世界史から現代の諸問題を探る～

地中海文化研究家　
手嶋　兼輔

講 師

定員30名1月25日（火）申し込み
締め切り

講 師

2/17～3/10　毎週木曜
14：00～16：00〈全4回〉
3,600円

■開催日時

■受 講 料

松前藩の幕末維新期に焦点を当て、北辺海防に
苦闘した北の防人たちの足跡をたどります。

幕末維新と松前藩
～北門の防人～

歴史研究家・北海道龍馬会
事務局長　小宮山　一夫

講 師

定員30名12月27日（月）申し込み
締め切り

学社融合講座
市立札幌大通高校の
生徒と一緒に学びます

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14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

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
大通高校

地下鉄東西線 「西11丁目」駅

道警本部

市立札幌大通高校 中央区北2西11

12/3～2/25　毎週金曜
17：50～19：20〈全8回〉
※12/31、1/7、1/14、2/11、2/18を除く
8,600円　　■教材費　700円
パソコンの基礎操作ができる方

■開催日時

■受 講 料
■対 象

PCの仕組みを理解した後、関数や表計算の実習
を通してエクセルの機能を身につけましょう。

仕事に使えるエクセル活用術
～PCの仕組みの理解から始めます～   

ナニカ製作所
所長　竹田　慎一

講 師

定員10名先着順受付中

12/10～2/25　毎週金曜
17：50～19：20〈全7回〉
※12/31、1/7、1/14、2/11、2/18を除く
7,200円

■開催日時

■受 講 料

社会で楽しく生きていくためのビジネスマナーを身
につけましょう。

社会でいきるコミュニケーション・
ビジネスマナー編

接遇マナー講師
フリーアナウンサー　岡部　祥子

講 師

定員10名先着順受付中定員10名先着順受付中

11/5～12/3　毎週金曜
17：50～19：20〈全4回〉
※11/26を除く
4,200円

■開催日時

■受 講 料

実践的に学びながら、職場内や取引先での印象アッ
プを目指します。

～アナウンサー直伝！～
社会でいきる

コミュニケーション・実践編   

元 STV アナウンサー
現フリーアナウンサー　堺　なおこ

講 師

美術館の展覧会に行ったことはありますか？
どんなテーマにするか。どんな作品を展示するか。どうしたら作品を安
全に運べるか。どうしたらより多くの人に知ってもらえるか。展覧会を通
して何を伝えるか…。展覧会には、作品の作者はもちろんのこと、その舞
台裏で働くたくさんの人々の想いが詰まっています。
この講座では、これまで札幌芸術の森美術館「新海誠展」（2018年）・「バ
ルセロナ展」（2019年）・「札幌美術展 アフターダーク」（2021年）、本郷
新記念札幌彫刻美術館「高橋喜代史展」（2021年）などの展覧会を担当
してきた講師が、学芸員の仕事の醍醐味である「展覧会ができるまで」の
舞台裏を語ります。

会場：札幌市生涯学習センター／西）宮の沢1-
1

会場：札幌市生涯学習センター／西）宮の沢1-
1

会場：札幌市生涯学習センター／西）宮の沢1-
1
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定員10名先着順受付中

定員10名先着順受付中 定員10名先着順受付中
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12/1～12/22　毎週水曜
15：20～16：50〈全4回〉
4,200円

■開催日時

■受 講 料

思考の整理をすることで、上手に時間を管理す
る方法を学びます。

仕事や生活に役立つ！
モノと時間の整理術

ライフオーガナイザー®　
田川　瑞枝

講 師

1/19～3/9　毎週水曜
15：20～16：50〈全4回〉
※2/9、2/16、2/23、3/2を除く
4,200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

ライフオーガナイザー®　
田川　瑞枝

講 師

12/3～2/25　毎週金曜　
13：30～15：00〈全8回〉
※12/31、1/7、1/14、2/11、2/18を除く
5,400円
700円

■開催日時

■受 講 料
■教 材 費

初心者でも大丈夫！色彩の基本を学び、楽しく
彩色してみましょう。

はじめるデッサン「色彩編」

美術講師
神原　真純

講 師

定員10名11月25日（木）申し込み
締め切り

12/8～3/9　毎週水曜　
13：30～15：00〈全7回〉
※12/29、1/5、1/12、2/9、2/16、2/23
を除く
3,600円

■開催日時

■受 講 料

簡単な単語やわかりやすい言いまわしで外国の
方々とのお付き合いの仕方を学びます。

～外国の方とのお付き合いのコツ～
やさしい日本語と英語で場面練習

SIL 札幌日本語学校
島　治美　他

講 師

1/19～3/9　毎週水曜
17：50～19：20〈全4回〉
※2/9、2/16、2/23、3/2を除く
4,200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

国際現代書道展会員
磯部　馨香

講 師

定員10名11月25日（木）申し込み
締め切り

受講者の声
●字を書くのはニガテだったが今回の講座でコツを
つかめて字を書くのが好きになりました。
●日常的に使うボールペンの使い方、字の上手な書
き方など、たくさんの事を楽しくわかりやすく学
ぶことができました。

藤野地区センター

北区民センター

東区民センター

豊平区民センター

清田区民センター

西区民センター

中央図書館

南）藤野2-7

北）北25西6

東）北11東7

豊）平岸6-10

清）清田1-2

西）琴似2-7

中）南22西13

じょうてつバス「十五島公園」より徒歩5分

地下鉄南北線「北24条」駅より徒歩7分

地下鉄東豊線「東区役所前」駅より徒歩2分

中央バス「豊平区役所」、じょうてつバス「豊平区役所前」より徒歩3分

中央バス「清田小学校」より徒歩6分

地下鉄東西線「琴似」駅より徒歩5分

市電「中央図書館前」下車すぐ

会場名 住所 公共交通手段

ご近所先生企画講座共通事項

札幌市区民センター運営委員会
北区民センター、藤野地区センター

全5回

回  数

ご近所先生企画講座

「教えたい」方 と々「学びたい」方々が集まっ
て講師も受講生と一緒に学んでいく、“学び合
い”を基本としたアットホームな講座です。

講師と受講生が“学び合う”講座

区民センター、地区センター、資料館や図書
館など地域の公共施設で開催します。

“学びの輪”をあなたのそばにも

受講料

3,000円
別途教材費など
が必要な

講座があります。

20名

定  員

※西岡図書館、元町図書館、曙図書館、澄川図書館には
　エレベーター等の昇降設備がございません

ご近所先生企画講座連携会場一覧

共 催

※一部の講座では、開講前にオリエンテーションを行い、
講座の内容や持ち物について講師が説明します
※感染症の状況により、定員を減らす場合があります

会場：藤野地区センター/南）藤野2-7

定員20名12月27日（月）

喜ばれる　親の家の片づけ

【講 師】

一筋縄ではいかない高齢期の片づけ、ケンカに
ならない親孝行してみませんか？

2/7～3/7　毎週月曜　
10:00～12:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　300円

申し込み
締め切り

寺嶋　恭子

会場：北区民センター/北）北25西6

定員20名12月27日（月）

50歳からのウオーキング
～楽しい一歩を踏み出しましょう～

【講 師】

楽しく正しいウオーキングに、筋トレ・脳トレを
合わせて、健康寿命をのばしましょう。

2/7～3/7　毎週月曜　
14:00～16:00〈全5回〉
■受講料　3,000円
■教材費　100円
■対　象　50歳以上の方

申し込み
締め切り

吉田　ゆう子








