
 

 
 

◇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]011-671-2311  [F]011-671-2334 

 

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！「やきそば弁当」の工場見学・お土産付き 

日程 8/4(木) 10:00～12:30 (全 1 回) 対象 小学 4 年生～中学生(要：保護者同伴 1 名まで) 

定員 10 名 費用 700 円 

申し込み詳細 FAX・来館申し込み・はがき・ホームページ上で講座名・氏名(ふりがな)・郵便番号・住所・電話番号・年齢・性別(任意)受付中。6/25(土)
必着。多数時抽選。 

牛のお話と牛乳パック工作体験 ～動画で工場見学をしてみよう～ 
★牛乳の秘密を知って、自由研究にもぴったりな工作体験をしてみよう！ 

日程 8/16(火) 13:00～15:00 (全 1 回) 対象 小学生(要：保護者同伴 1 名まで) 

定員 20 名 費用 700 円 

申し込み詳細 FAX・来館申し込み・はがき・ホームページ上で講座名・氏名(ふりがな)・郵便番号・住所・電話番号・年齢・性別(任意)受付中。6/25(土)
必着。多数時抽選。 

～札幌の YouTuber にきこう！～ ユーチューバーというシゴトのリアル 
★どんな仕事？どんな生活？どんな努力をしているの？「ゆめりこ」さんがお話しするよ！ 

日程 8/9(火) 13:00～15:00 (全 1 回) 対象 小学 4 年生～大人 

定員 50 名 費用 1,600 円 

申し込み詳細 FAX・来館申し込み・はがき・ホームページ上で講座名・氏名(ふりがな)・郵便番号・住所・電話番号・年齢・性別(任意)受付中。6/25(土)
必着。多数時抽選。小学 4～6 年生は、15 歳以上の保護者の同伴受講必須。(申し込みは保護者名で行ってください)。なお、保護者 1
名につき小学 4～6 年生のきょうだい 2 名まで同伴可。(小学 3 年生以下のお子さまの同伴不可) 

 
 
 

札幌市青少年科学館 

[所]〒004-0051 厚）厚別中央 1 条 5 丁目 2-20  [電]011-892-5001 [F]011-894-5445 

 

※札幌市青少年科学館は改修工事のため令和４年８月 22 日(月)から令和６年３月 31 日(金)(予定)まで長期休館します。 

夏の特別展「あつまれ！ロボット学校大開放」 
★ロボットの仕組みについて学ぼう！ロボット操作体験の他、制作者によるミニトークも開催。 

日程 7/26(火)～8/21(日) 9:00～17:00 対象 どなたでも 

定員 なし 費用 展示室観覧料 中学生以下無料、大人 700 円 

申し込み詳細 申し込みなし 当日直接会場へ。 

山崎直子宇宙飛行士オンライン講演会 
★宇宙飛行士の山崎 直子氏が経験したことやこれからの宇宙生活について講演します。 

日程 8/6(土) 13:00～14:20 対象 小学生以上 ※未就学児は不可 

定員 120 名 費用 無料 

申し込み詳細 ホームページ上、FAX・はがきで７/１(金)から受け付け。７/24(日)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]011-898-0500 [F]011-898-0590 [E]m.charenga@pref.hokkaido.lg.jp 

 

小さな野球盤づくり 
★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。 

日程 7/10 (日) 13:30～15:00 対象 小中学生（小学生以下は保護者同伴） 

定員 20 名 費用 無料 

申し込み詳細 6/11(土)から電話で受け付け開始。６/18(土)からメールと FAX でも受け付け開始。先着順。 

アイヌ音楽 うたって・おどって・ならして 
★「スルク＆トノト」を迎えアイヌ音楽を少しずつ・いろいろ体験する講座です。 

日程 8/7(日) 13:30～15:00 対象 小中学生（小学生以下は保護者同伴） 

定員 20 名 費用 無料 

申し込み詳細 7/8(金)から電話で受け付け開始。１週間後からメールと FAX でも受け付け開始。先着順。 
 
 
 

 

◇ 新型コロナウイルス感染症に関して、開催の可否については必ず各施設まで直接お問い合わせください。 

◇ 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。 
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◇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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手稲区体育館 

[所]〒006-0832 手）曙 2 条 1 丁目 2-46 [電]011-684-0088  [F]011-684-0089 

 

運動あそび いろは 小 1・2 
★「い・ろ・は」は子ども自身と仲間と指導者でつくる運動あそびの教室です。 

日程 ４/４(月)～８/29(月) 指定月曜日 16:15～17:30 
(全 15 回) ※4 月開講のため途中からの受講 

対象 小学 1・2 年生 

定員 20 名 費用 16,930 円(全 15 回分) ※教室残回数により異なる 

申し込み詳細 電話・来館申し込みで受け付け中。先着順。 

テニス（火） 小 3～6 
★硬式テニスのルールと基本動作、ボレー、サーブなどを段階的に進めていきます。 

日程 4/5(火)～8/30(火) 指定火曜日 16:25～17:55  
(全 21 回) ※4 月開講のため途中からの受講 

対象 小学 3～6 年生 

定員 20 名 費用 16,860 円(全 21 回分) ※教室残回数により異なる 

申し込み詳細 電話・来館申し込みで受け付け中。先着順。 

タグラグビー 小 3～6 
★タックルもキックも無し！安心・安全・簡単にラグビーが学べます。 

日程 4/13(水)～8/31(水) 指定水曜日 16:25～17:55 
(全 20 回）※4 月開講のため途中からの受講 

対象 小学 3～6 年生 

定員 30 名 費用 12,980 円(全 20 回分) ※教室残回数により異なる 

申し込み詳細 電話・来館申し込みで受け付け中。先着順。 
 
 

円山動物園 

[所]〒064-0959 中）宮ヶ丘 3 番地 1 [電]011-621-1426 [F]011-621-1428  
[E]maruyamazoo-soukatsu@city.sapporo.jp 

 

夏の子どもの１日飼育係 
★動物の飼育体験を通して、動物の魅力や動物園の役割を学びます。 

日程 7/30(土)、7/31(日)、8/1(月) 9:20～15:15 (全 3 回) 対象 小学 4～6 年生 

定員 各日 10 名 費用 無料 

申し込み詳細 ホームページに掲載した所定の応募用紙に必要事項を記載の上、封書にて申し込み。7/4(月)必着。その他(多数時、お子さまが書いた応
募理由を元に選考。)結果は選考された方にのみ、封書にてお知らせ。7/13(水)投函予定。 

 

北海道立文学館 

[所]〒064-0931 中）中島公園１−４ [電]011-511-7655  [F]011-511-3266 

 

～わくわく～こどもランド 手作り教室・サマーブックをつくろう！ 
★夏のイメージを貼ったり、描いたりしながら折りたたみ式のサマーブックを作ります 

日程 7/31(日) 午前の部 11:00～12:00  
午後の部 13:30～14:30 (全 2 回) 

対象 小学生とその保護者 

定員 10 組 20 名 費用 無料 

申し込み詳細 7/17(日)9:00 から電話で受け付け。先着順。 

～わくわく～こどもランド 夏休みスペシャル 
★絵本パフォーマー岸田典大さんによる楽しい絵本の読み聞かせです 

日程 8/7(日) 11:00～12:00 対象 3 歳～6 歳、小学校低学年とその保護者 

定員 25 名 費用 無料 

申し込み詳細 電話 7/24(日)9:00 から電話受け付け。先着順。※3 歳児未満も参加可能。 

～わくわく～こどもランド 絵本の読み聞かせほか 
★読み聞かせボランティアによる紙芝居や大型絵本による読み聞かせなど 

日程 9/4(日) 11:00～12:00、10/2(日) 11:00～12:00 対象 3 歳～6 歳児、小学校低学年とその保護者  

定員 25 名 費用 無料 

申し込み詳細 9/4 分は 8/21(日) 9:00 から電話受け付け。10/2 分は 9/18(日) 9:00 から電話受け付け。先着順。 ※3 歳児未満も参加可能。 

～わくわく～こどもランド 親子で楽しむ人形劇 
★劇団による楽しい人形劇をお楽しみください 

日程 11/6(日) 11:00～12:00 対象 3 歳～6 歳児、小学校低学年とその保護者 

定員 25 名 費用 無料 

申し込み詳細 10/23(日)9:00 から電話受け付け。先着順。※3 歳児未満も参加可能 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

◇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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター 

[所]〒060-0042 中）大通西 19 丁目 1-1 札幌市社会福祉総合センター4 階 [電] 011-623-4000  [F] 011-623-0004 

 

「ふくし」体験講座≪夏休み編≫ 
★第１回：身体障がいと福祉車両について学ぼう！ 第 2 回：防災について学ぼう！ 

日程 7/27(水) 13:30～15:30（第 1 回）、 
8/3(水) 13:30～15:00（第 2 回） 

対象 小学生以上 

定員 第 1 回：20 名、第 2 回：15 組 費用 無料 

申し込み詳細 第 1 回：5/27(金)から 第 2 回：6/3(金)から電話・FAX で申し込み。先着順。 
第 1 回会場：トヨタハートフルプラザ札幌 西区二十四軒 1 条 7-2-19 
第 2 回会場：Co ミドリ 南区真駒内幸町 2 丁目 2-2(旧真駒内緑小学校) 

 
 

国営滝野すずらん丘陵公園 

[所]005-0862 南）滝野 247 [電]011-592-3333  [F]011-594-2230 

 

きのたんの大冒険～森の花かざりを探せ！～ 
★園内を回って楽しむクイズラリー。きのたんと一緒に森の花かざりをみつけにいこう！ 

日程 7/16(土)～8/21(日) 9:00～17:30 対象 初級:５歳～小学校低学年 上級:小学校中学年以上 

定員 なし 費用 無料 

申し込み詳細 申し込み不要。回答用紙の配布時間は 17:00 まで 配布場所（東口ゲート・中央口ゲート） 

森の楽校 
★毎月、月替わりでたのしめるクラフト体験と、森の散策をして森について学ぼう！ 

日程 ７/24(日)、８/11 (木・祝)、９/24(土)、10/15(土)  
11/３(木・祝) 10:30～12:30 

対象 ４歳以上 

定員 各回 4 組 (一組最大 5 名)(4 歳以上) 費用 200 円 (クラフト参加者のみ) 

申し込み詳細 会場：滝野の森ゾーン東エリア 森の交流館 申し込みは電話・ホームページ上で先着順。受け付け開始日時の 1 カ月前からお子さま
だけの参加不可。要保護者同伴。 

冒険遊び場 きのたんの森 
★滝野の森のプレーパーク！イベント中はいつ来ていつ帰っても OK。森で自由に遊ぼう！ 

日程 ７/10(日)、31(日)、８/７(日)、21(日)、９/４(日)、18(日) 
10/16(日) 12:00～14:30(時間内出入り自由) 

対象 ３歳以上 

定員 なし 費用 無料 

申し込み詳細 申し込み不要。当日直接会場へ。会場：滝野の森ゾーン東エリア 森の教室 生きものの持ち帰り不可。汚れてもいい服・着替え 

星空観察会 
★札幌市街の明かりの入り込まない良好な環境で、望遠鏡を使用した観察会を開催します。 

日程 7/23(日) 8/27(日) 9/10(日)・24(日) 10/8(日)・
10/22(日) 19:30～21:00 

対象 ５歳以上 

定員 5 組(一組最大 5 名まで) 費用 夜間入園料 大人 100 円 (別途駐車料金) 

申し込み詳細 天文台 お申し込みは開催日の 2 カ月前から 2 週間前まで FAX ホームページ多数時抽選。雨天、曇天時中止。 

滝野の森 野外昆虫博物館 
★滝野の森にすむ生き物を探しに行こう！昆虫探しビンゴや昆虫クイズも楽しめる！ 

日程 7/31(日)～8/21(日) 開園時間内（9:00～18:00） 対象 ３歳以上 

定員 なし 費用 無料 

申し込み詳細 生きものの持ち帰り不可。 
 

札幌市消費者センター 

[所]〒060-0808 北）北 8 条西３丁目 札幌エルプラザ２階 
[電]011-728-3131  [F]011-728-8301 [E]koza@sapporo-shohisha.or.jp 

 

ゲームで体験！おこづかいの使い方を考えよう 
★１カ月のできごとを体験しながらお金の使い方、おこづかい帳のつけ方を学びます 

日程 ７/18(月・祝) ①10:00～12:00 ②13:30～15:30 対象 小学２年生以上 

定員 各回 親子 20 組(40 名) 費用 無料 

申し込み詳細 ６/21(火)8:45 から電話・FAX・E メールで先着順受け付け。持ち物:筆記用具  参加者におこづかい帳プレゼント 

子どもごみ減量講座 絵本で出会う 3R（リデュース、リユース、リサイクル） 
★絵本作家本人が絵本を朗読。絵本を通して 3R を学び、ワークショップでは親子で指人形を作ります。  

日程 ７/23(土) 13:30～15:00 対象 小学生とその保護者 

定員 親子 25 組(50 名 ※要保護者同伴) 費用 無料 

申し込み詳細 ６/16(木)8:45 から電話受け付け。先着順。持ち物：ハサミ、使わなくなった服の生地、ボタン、リボン、毛糸等 
 

 

 
 

◇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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北海道開拓の村 

[所]〒004-0006 厚）厚別町小野幌 50-1 [電]011-898-2692 [F]011-898-2694 [E]info@kaitaku.or.jp 

 

第 38 回 北海道開拓の村児童写生会 
★開拓の村のたたずまいをテーマにした明治から昭和初期の建物を題材にした写生会です。 

日程 7/9(土)、10(日) 2 日間 各日 9:00～17:00 対象 小学生以下 

定員 なし 費用 無料(付き添いで入場する保護者は要入場料) 

申し込み詳細 申し込み不要。当日会場へ 2 日間の内、希望する日にご参加ください。画用紙(四つ切)は当日お配りしますが、画板や絵具などはお持ち
ください。 

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 

日程 8/9(火) 10:00～14:00 対象 小学 4～6 年生 

定員 5 名 費用 無料(付き添いで入場する保護者は要入場料) 

申し込み詳細 電話にて 7/10(日) から電話受け付け開始。参加者氏名・学年・住所・電話番号。 
持ち物：お弁当、飲み物、汚れてもいい服装など(申し込みされた方へ別途ご案内)先着順。 

神楽体験 お神楽を舞ってみよう ～子ども編～ 
★野幌太々神楽の一つの舞を実際に舞って体験してみよう！ 

日程 7/24(日) 1 回目 10:00～12:00 2 回目 14:00～16:00 対象 小学 4～6 年生 

定員 各回 4 名 費用 無料（付き添いで入場する保護者は要入場料） 

申し込み詳細 6/25(土)から電話受け付け開始。参加日時・参加者氏名・学年・住所・電話番号 
特別展「北海道開拓と神楽」(7/2(土)～8/28(日)開催)の関連イベント 

木型でストラップづくり 
★落雁（らくがん）のお菓子を形にしたストラップをつくります。 

日程 8/7(日)、8(月) 各日 1 回目 10:00 2 回目 11:00  
3 回目 13:00 4 回目 14:00 ※所要 30 分程度 

対象 小学生 

定員 各回 2 名 費用 無料(付き添いで入場する保護者は開拓の村入場料が必要) 

申し込み詳細 7/8(金)から電話受け付け開始。参加日時・参加者氏名・学年・住所・電話番号先着順。 
 
 

札幌芸術の森クラフト工房 
[所]〒005-0864 南）芸術の森 2 丁目 75 番地 [電]011-592-4122 

 

陶器小皿の絵付け 
★陶器の小皿に専用の画材を使って下絵付けをします。 

日程 7/23(土)  ①10:00～10:40 ②11:00～11:40 
③14:00～14:40 ④15:00～15:40 

対象 どなたでも(小学 3 年生以下保護者同伴) 

定員 各回 25 名 費用 2,000 円 

申し込み詳細 当日会場にて受け付け。先着順。※完成作品は９月中旬ごろにお届けします。※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、講習会参
加申請書に氏名、電話番号を記入いただきます。 

ぺたぺたステンシルできんちゃくを作ろう！ 
★好きな型紙でカラフルな巾着袋を作ることができます。小さなお子様もご参加いただけます。  

日程 7/23(土)  ①10:00～12:00 ②14:00～16:00 対象 5 歳以上(小学 3 年生以下は保護者同伴) 

定員 各回 15 名 費用 1,000 円 

申し込み詳細 当日会場にて受け付け。先着順。※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、講習会参加申請書に氏名、電話番号を記入いただきま
す。 

犬の七宝焼をつくろう 
★犬の形の銅板に七宝釉薬を盛り付けて焼き付け、好みのデザインの七宝焼をつくります。  

日程 7/24(日)【午前】 10:00～11:30(会場終了 12:30)  
【午後】 14:00～15:30(会場終了 16:30) 

対象 
小学生以上(小学 3 年生以下保護者同伴) 

定員 各回 15 名 費用 1,500 円 

申し込み詳細 当日会場にて受け付け。先着順。できた七宝焼はブローチまたはマグネットに仕上げます。※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のた
め、講習会参加申請書に氏名、電話番号を記入いただきます。 

織機で裂織コースターを織ろう 
★卓上織機を使って裂織のコースターを織ります。よこ糸にお好きな布を選べます。  

日程 7/24 (日) 10:00～15:30(会場終了 16:30) 対象 小学生以上(小学生は保護者同伴) 

定員 30 名 費用 1,200 円 

申し込み詳細 当日会場にて受け付け。先着順。※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、講習会参加申請書に氏名、電話番号を記入いただきま
す。 

 
 
 
 
 
 


