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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 

 

わたしは未来の“看護師さん”～とっさの応急手当を学ぼう～ 
★ケガや事故を防ぐ方法と応急手当をクイズで楽しく学びます。冬休みの自由研究にも！ 

[日]1/12(木) 10:00～12:00  [対]小学 4～6 年生（要保護者同伴１名まで） 

[定]15 組 30 名  [費]700 円/組  [申]先着順。空き状況を電話で要確認 

 

牛のお話とバターづくり～工場見学でもっと牛乳好きに！～ 

★自由研究にもぴったり！牛乳工場見学とバター作り、牛乳やチーズの試食もあるよ！ 

[日]1/13(金) 10:00～12:00  [対]小学生（要保護者同伴１名まで） 

[定]22 組 44 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） 

 

踊ろう！奏でよう！太々神楽 ～北海道の伝統芸能を受け継ぐ～ 
★北海道の伝統芸能「太々神楽（だいだいかぐら）」を踊って演奏して体感してみませんか？ 

[日]2/5(日) 13:00～16:00  [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、来館、はがき、HP で 12/25(日)まで受付。多数時抽選。 

 

作ろう☆オリジナルキャンドル 
★形も色合いも自由自在！世界に一つだけのオリジナルキャンドルを作ってみませんか？ 

[日]1/29(日) 13:30～15:30  [対]小学 4～6 年生（保護者同伴１名まで可） 

[定]15 名  [費]700 円/組・別途材料費 500 円/組 

[申]先着順。空き状況を電話で要確認 

 
 

札幌市下水道科学館 

[所]北)麻生町 8  [電]717-0046  [F]717-0047 

 

下水道科学館クイズラリー 
★下水道や水環境に関するクイズに答えスタンプを集めると、オリジナルグッズが貰えます。 

[日]12/1(木)～3/31(金)の開館日  [対]どなたでも  [定]なし  [費]無料 

[申]申込不要。当日直接受付  [備]ひと月に集められるスタンプは 1 つのみ。参加賞あり。 

 

おりがみで作るクリスマスリース 
★折り紙で可愛いクリスマスリースを作ります。 

[日]12/11(日) 13:30～15:00  [対]どなたでも  [定]随時受付。材料が無くなり次第終了。 

[費]無料  [申]申込不要。先着順。 

 

クリンちゃんの新春お楽しみ会 
★すごろくや手作り凧の教室、カルタ大会などお正月の遊びが体験できるイベントです。 

[日]1/6(金) 10:00～15:30  [対]どなたでも  [定]手作り凧の教室（①10:30～、②13:00～）

のみ各回先着 20 名。ほかは申込不要。随時受付。  [費]無料 

 

冬休み自由研究勉強会 
★工作教室や水の勉強会など知識を深めることができ、自由研究にも役立つイベントです。 

[日]1/7(土)・8(日)・9(月・祝) 各日 10:30～15:00 全１回  [対]7 日…小学 4 年生以上、8

日…小学 3 年生以上、9 日…小学生  [定] 7 日・８日…30 名、9 日…40 名  [費]無料 

[申] 電話・FAX・来館で 12/11(日)9:30 から受付。先着順。 

[備]教室内容：7 日…下水道勉強会、8 日…①電池チェッカー、②モーターの工作、9 日…端材を

使ったペン立てづくり 

 

   

北海道開拓の村 

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

 

親子チャレンジ！ 万華鏡づくり 
★親子一緒に楽しみながら、ビー玉を使った 2 種類の万華鏡を作ってみよう！ 

[日]12/25(日)13:00～15:30  [対]小学生以下とその保護者  [定]10 組 20 名 

[費]1,000 円/組  [申]電話で受付中。先着順 

凧づくり 
★和紙と竹ひごで本格的な和凧を作って大空に揚げよう！ 

[日]1/5(木)、6(金) 各日 10:00～15:00 （全１回）  [対]小学生  [定]各日 20 名 

[費]無料（付添の保護者は入場料 800 円が必要）  [申]電話で 12/6(火)から受付。先着順 

～展示会「写真にみる開拓の姿」関連イベント～ 実験！！こおり橋 
★昔は雪や氷で作られた橋がありました。実際に作って昔の人の知恵と工夫を学ぼう！ 

[日]1/8(日) 13:30～16:00  [対]小学 3～6 年生  [定]10 名 

[費]無料（付添の保護者は入場料 800 円が必要）  [申]電話で 12/9(金)から受付。先着順 

ピンホールカメラづくり 
★昔と今のカメラの違いや仕組みを学び、ピンホールを作って実際に撮影し現像してみよう！ 

[日]1/11(水)、12(木) 各日 10:00～15:00 （全１回）  [対]小学生  [定]各日 20 名 

[費]無料（付添の保護者は入場料 800 円が必要）  [申]電話で 12/13(火)から受付。先着順 

布ぞうりづくり教室 
★室内履きにも使える布ぞうりを作りませんか 

[日]1/13(金)、14(土)、15(日) 各日 10:00～15:00（全１回）  [対]小学生（親子参加も可） 

[定]各日 10 名  [費]無料（付添の保護者は入場料 800 円が必要） 

[申]電話で 12/14(水)から受付。先着順 

  

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 ～手作り教室・ツリーをつくろう！～ 
★紙工作でクリスマスグッズを作ります 

[日]12/4(日) 10:30～12:00  [対]小学生と保護者（親子で参加できる方）  [定]10 組 

[費]無料  [申]電話で 12/1(木)より受付。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～サケの遡上を願って～ 
★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]1/7(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 12/1(木)～22(木)に受付。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 

 

羊毛フェルトづくり 
★さとのクリスマスイベント講座。羊毛でクリスマスを彩る小物を作ります。 

[日] 12/18(日) 13:30～14:30  [対]5 歳以上の子どもと保護者  [定]12 組 24 名  

[費]800 円/組  [申]電話か来館で 12/11(日)9:00 から受付。先着順。 

 

お正月のもちづくり 
★もちつき機を使ってのもちづくり。のしたり、丸めたり 3kg まで作れます。 

[日] 12/21(水)、22(木)、23(金・祝) 期間中に 20 回実施します  [対]どなたでも   

[定]各回 3 組、1 組４名  [費]500 円/組  [申]電話か来館で 12/2(金)から受付。先着順 

 

そば打ち体験 
★さとらんど産そば粉で二八そばづくり。マンツーマンによる指導で初心者でも楽しめます 

[日] 1/15(日)～3/19(日)までの第 1･3･5 日曜 10:00～12:00 

[対]小学生以上の子どもと保護者  [定]20 組 40 名  [費]1,800 円/組 

[申] 電話か来館で希望日の１ヶ月前から受付。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。 

◇ お問い合わせは、各施設にお願いします。 
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手稲区体育館 

[所]手)曙 2-1  [電]684-0088  [F]684-0089 

 

キッズヒップホップ／ジュニアヒップホップ 
★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] 12/8(木)～3/30(木) 指定木曜 ①15:40～16:40 ②16:45～17:55  (①②とも全15回) 

[対]①小学１～２年生 ②小学３～６年生  [定]各 20 名  [費]9,560 円 

[申]電話か来館で受付。先着順 

 

キッズチアダンス／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] 12/5(月)～3/27(月) 指定月曜 ①16:00～17:00 ②17:10～18:20  (①②とも全10回) 

[対]①小学１～２年生 ②小学３～６年生  [定]各 20 名  [費]6,370 円 

[申]電話か来館で受付。先着順 

 

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] 12/8(木)～3/23(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]電話か来館で受付。先着順 

 

  

清田区体育館・温水プール 

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

 

ジュニア卓球教室 ～目指せ未来のスーパースター～ 
★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] 1/11(水)～3/22(水) 毎週水曜 15:45～16:45 (全 11 回)   

[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]5,890 円  [申]電話・来館で 12/1(木)～14(水)に受付。多数時抽選 

キッズバレエ 
★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を目指します。 

[日] 1/5(木)～3/23(木) 毎週木曜 15:30～16:30  (全 12 回)  [対]年中～小学１年生 

[定]12 名  [費]10,050 円  [申] 電話・来館で 12/1(木)～受付。先着順 

キッズチアダンス 
★可愛いポンポンを持って、笑顔で元気いっぱいに踊ります。 

[日] 1/11(水)～3/22(水) 毎週水曜 15:30～16:30  (全 11 回)  [対]年中～小学１年生 

[定]15 名  [費]8,860 円  [申] 電話・来館で 12/1(木)～受付。先着順 

キッズＨＩＰＨＯＰ／ジュニアＨＩＰHOP 
★世界的に人気のヒップホップ。リズム感をはじめ、筋力・体力の向上を目指します。 

[日] 1/6(金)～3/31(金) 毎週金曜 ①15:30～16:30 ②16:40～17:40 (各全 12 回) 

[対]①年中～小学１年生 ②小学２～６年生 [定]各 12 名  [費]10,050 円 

[申] 電話・来館で 12/1(木)～受付。先着順 

水泳教室（少年少女レベル１） 
★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になります。 

[日] 12/6(火)～3/7(火) 毎週火曜 17:00～18:00  (全 12 回)  [対]小学 1～中学 3 年生 

[定]10 名  [費]5,830 円  [申]電話・来館で先着順受付中 

  

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]12/2(金)～3/24(金) 毎週金曜 16:30～17:30 （全 15 回） [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]FAX・E メール・はがき・来館で、上覧必要事項と生年月日・

性別・身長・体重を記入して申し込み。先着順 

ジュニアジャズ・ヒップホップ 
★ジャズダンス、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踊りましょう！ 

[日]①1/10(火)～3/21(火)毎週火曜 ②1/11(水)～3/22(水)毎週水曜 ①②どちらも 16:30～

17:30 （全 11 回）  [対]小学生   [定]各 30 名  [費]5,890 円（この他、受講の都度施設

利用料が必要）  [申] 11/24(木)までに、FAX・E メール・はがき・来館で上覧必要事項と生年

月日・性別を記入して申し込み。多数時抽選 
 

札幌市美香保体育館 

[所]東)北 22 東 5  [電]741-1972  [F]741-1973 

 

少年少女フィギュア教室 
★初心者を対象としたフィギュアスケート教室です。 

[日]12/2(金)、7(水)、9(金)、14(水)、16(金)、21(水) 18:00～19:30 （全 6 回） 

[対] 幼稚園年長～中学 3 年生（H13.4.2～H23.4.1 生まれの方）  [定]60 名 

[費]4,730 円（※靴レンタル 2 時間 300 円）  [申]電話か来館で申し込み。先着順 

 

 

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 

 

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」 
★色々な種類の松ぼっくりを比較しながらクリスマスツリーづくりに挑戦！ 

[日]12/3(土)～25(日) 各日 9:30～16:30（※ただし平日の月曜は休館） [対]どなたでも 

[定]なし  [費]無料  [申]不要。直接会場へ 

 

観察会＆スライド会「楽しい冬のすごしかた」 
★冬ならではの楽しみ方を写真を見たり野外に出て体験して、冬の魅力を体感しよう！ 

[日]12/10(土) 10:00～12:00  [対]小学生以上とその保護者  [定]20 名  [費]無料 

[申]電話で受付中。先着順 

 
  

札幌芸術の森 

[所]〒005-0864 南)芸術の森 2  [電]各講座ごとに掲載 

 

てのひらサイズのオブジェづくり 
★500gの粘土を使い、手びねりで置物を作ります。作品配送は 2 月下旬となります。 

[日]12/23(金・祝) 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 

 

サンドブラストでキャンドルホルダーに模様を刻もう 
★サンドブラストの技法で四角いキャンドルホルダーに模様を刻みます。 

[日]12/24(土)、25(日) 各日①10:00～12:00 ②14:00～16:00 （全 4 回） 

[対]小学生以上（小学校３年生以下は要保護者同伴）  [定]各回 15 名  [費]1,200 円 

[申]電話(592-4122)で受付中。先着順 

 

和綴じ製本 
★紙や糸など材料から選りすぐり、和綴じの 2017 年スケジュール帳を作ります。 

[日]12/23(金・祝)～1/31(火) ①11:00～12:00、②13:30～14:30 ※月曜(祝日の場合は翌

火曜)･年末年始（12/29～1/3）休館  [対]小学生以上（小学校３年生以下は要保護者同伴） 

[定]各回６名  [費]1,000 円  [申]電話(591-0090)で、12/16(金)9:45 から受付。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 

 

Kitara Kids ミュージック＆アーツクラブ 第６回 
★ピアニスト仲道郁代と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]1/22(日) 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、保護者の名前、応募のきっかけを記入し申し込み。12/16(金)

消印有効。多数時抽選。 [備]保護者の見学は有料(500 円)。 

 
  

定山渓自然の村 

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

 

ようこそ北海道ファミリー 
★転勤などで北海道に移住してきた家族を対象に、冬の楽しみ方、暮らしの工夫を味わいます。 

[日]①1/29(日) ②2/26(日) いずれも 10:00～16:00  [対]北海道に移住してきた子ども

を含む家族（1 組 5 名以内）  [定]各回 8 組  [費]2,170 円/組  [申]はがき・ＨＰで申し込

み。①1/13(金)必着、②2/10(金)必着。多数時抽選 
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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 

 

親子でわくわく茶道体験 
★茶道の知識や作法を知って、茶道を身近に感じながらお茶を点ててみましょう♪ 

[日]2/12(日) 10:30～11:30  [対]小学 3 年生以上と保護者  [定]5 組 10 名 

[費]無料（別途材料費 200 円/人） 

[申]FAX、来館、はがき、HP で 12/25(日)まで受付。多数時抽選。 

 

世界にひとつだけの絵本をつくろう！ 
★お話から作画まで、自分オリジナルの絵本を作ります。 

[日]2/26(日) 10:00～12:30  [対]小学生（要保護者同伴１名まで）  [定]15 組 30 名 

[費]1,300 円  [申]FAX、来館、はがき、HP で 12/25(日)まで受付。多数時抽選。 

 
  

宮の沢屋内競技場 

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

 

少年少女テニス 
★ラケットの持ち方やボールの打ち方から始め、テニスを楽しく学んでいただきます。 

[日]2/8(水)～3/15(水) 指定水曜 16:10～17:40 (全５回)  [対]小学生  [定]10 名 

[費]3,940 円  [申]電話・来館で 12/19(月)～1/17(火)に申し込み。多数時抽選 

[備]他の曜日や、低・高学年に分かれたテニス教室もあります 

 

キッズフットサル／ジュニアフットサル 
★基本技術の練習やゲームを通じて、フットサルを楽しく学んでいただきます。 

[日] 2/9(木)～3/16(木) 指定木曜 ①16:30～17:30 ②17:35～19:05 (①②各全４回) 

[対]①小学１～３年生 ②小学４～６年生  [定]①②各20名  [費]①2,550円 ②3,150円 

[申]電話・来館で 12/19(月)～1/17(火)に申し込み。多数時抽選 

[備]他の曜日のフットサル教室もあります 

 

少年少女ベースボール 
★キャッチボールやフリーバッティングを実践し、野球を楽しく学んでいただきます。 

[日] 2/6(月)～3/13(月) 指定月曜 15:40～16:50 (全 5 回)  [対]小学生  [定]10 名 

[費]3,940 円  [申]電話・来館で 12/19(月)～1/17(火)に申し込み。多数時抽選 

 

  

中央体育館 

[所]中)大通東５  [電]251-1815  [F]221-6064 

 

ＳＨＳＦ春短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]3/28(火)・29(水)・30(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 3/1(水)～9(木)に申し込み。多数時抽選 

春休み短期教室 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]3/28(火)・29(水)・30(木) ①9:00～10:30 ②10:45～12:15  (各コース全３回) 

[対]①小学１～３年生 ②小学４～６年生  [定]各コース 10 名  [費]2,370 円 

[申]電話・来館で 3/1(水)～9(木)に申し込み。多数時抽選 

春休み短期教室 苦手克服！ジュニア体操 
★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] 3/28(火)・29(水)・30(木) 14:15～15:45 (全３回)  [対]小学生 

[定]30 名  [費]2,370 円  [申]電話・来館で 3/1(水)～9(木)に申し込み。多数時抽選 

白石区体育館 

[所]白)南郷通 6  [電]861-4014  [F]861-4042 

 

ジュニアエンジョイサッカー 
★遊びながらサッカーの楽しさを学び、基本動作を通して基礎体力向上を目指します。 

[日]10/11(火)～3/21(火) 15:30～16:30 (全 22 回) ※開講中  [対]小学１～３年生 

[定]20 名  [費]14,020 円(途中受講の場合は残り回数分) 

[申]電話・来館で追加申込受付中。先着順  [備]障がい者手帳割り引きあり 

 

ジュニア体操 小１・２（木） 
★マット、跳び箱、鉄棒を使用し、体操に必要な基礎的な運動能力の向上を目指します。 

[日] 10/6(木)～3/23(木) 16:00～17:00 (全 22 回) ※開講中 [対]小学１～２年生 

[定]20 名  [費]14,020 円(途中受講の場合は残り回数分) 

[申]電話・来館で 12 月末まで追加申込受付中。先着順  [備]受講前の見学をお勧めしています 

 

ジュニアバレエクラブ Lv1 
★バレエの基礎を学び、柔軟性・リズム感など基礎運動能力の向上を目指します。 

[日] 10/4(火)～3/28(火) 16:00～17:00 (全 22 回) ※開講中 [対]小学１～中学３年生 

[定]20 名  [費]14,020 円(途中受講の場合は残り回数分) 

[申]電話・来館で追加申込受付中。先着順 

 

ジュニア ＨＩＰＨＯＰLv1（水）／（木） 
★音楽に合わせ全身を動かすことで、基礎的な運動能力やリズム感、表現力などを養います。 

[日] ①10/5(水)～3/22(水) ②10/6(木)～3/23(木) ①②とも16:30～17:30 (全23回) ※

開講中  [対]小学生  [定]20 名  [費]14,660 円(途中受講の場合は残り回数分) 

[申]電話・来館で追加申込受付中。先着順。ただし受講は振付の関係上、月初からとなります 

 
  

厚別区体育館 

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

 

ジュニア ＨＩＰＨＯＰ（土） 
★基礎からはじめカッコイイ振付にチャレンジします。学校が休みの土曜日の教室です！ 

[日] 毎週土曜 10:00～11:00 (10 月開講・全 20 回) ※開講中 [対]小学１～中学３年生 

[定]15 名  [費]残回数で異なります  [申]電話・来館で随時受付中。先着順 

 

キッズダンス（水） 
★音楽に合わせて楽しくダンス！１つの曲を踊りきることで達成感も感じられます。 

[日] 毎週水曜 16:00～17:00 (10 月開講・全 22 回) ※開講中 [対]小学１～６年生 

[定]15 名  [費]残回数で異なります  [申]電話・来館で随時受付中。先着順 

 

バトントワリング基礎＆初級 
★初めて～初級レベルの教室です。やってみたい！という方、始めるチャンスです！ 

[日] 毎週月曜 18:15～19:15 (10 月開講・全 14 回)  ※開講中 [対]小学１～中学３年生 

[定]15 名  [費]残回数で異なります  [申]電話・来館で随時受付中。先着順 

 

バトントワリングレベルアップ 
★初級レベル以上または過去にバトントワリングを経験したことのある方向けの教室です。 

[日] 毎週月曜 19:30～20:30 (10 月開講・全 14 回)  ※開講中 [対]小学１～中学３年生 

[定]15 名  [費]残回数で異なります  [申]電話・来館で随時受付中。先着順 

 

ジュニアテニス入門（金） 
★柔らかいスポンジボールを使ったテニス入門コースです。 

[日] 毎週金曜 16:15～17:15 (10 月開講・全 22 回)  ※開講中 [対]年長～小学 2 年生 

[定]10 名  [費]残回数で異なります  [申]電話・来館で随時受付中。先着順 

 
  

澄川図書館 

[所]南)澄川 4-4  [電]822-3730 [F]822-7592 

 

小学生のためのおはなし会 
★小学生を対象に話し手と対面しての「語り」形式で、世界の昔話などを聞くおはなし会。 

[日]1/28(土) 14:00～  [対]小学生  [定]40 名  [費]無料  [申]不要。当日直接会場へ 

  

※ 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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サッポロ さとらんど 

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

 

冬休み講座 ～羊毛フェルトで小物作り～ 
★自由研究お助け講座として、羊の毛を使ってモコモコふわふわのマスコットを作ります 

[日] 1/9(月・祝) 13:30～14:30  [対]5 歳以上の子どもと保護者  [定]12 組 24 名  

[費]800 円  [申] 電話か来館で、12/21(水)から受付。先着順。 

 

親子でパン作り 
★あらかじめこねてあるパン生地を使って、パン作りを楽しみます 

[日] 1/12(木) 11:00～12:30  [対]５歳以上の子どもと保護者  [定]12 組 24 名 

[費]1,000 円  [申]電話か来館で、12/21(水)から受付。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 

 

はじめての雅楽 
★伝統芸能雅楽を、はじめての方やお子様でもわかりやすいお話付きでお楽しみいただけます。 

[日]1/9(月・祝) 12:00～13:00  [対]小学生以上  [定]453 名 

[費]チケット全席指定 500 円（一般 1,500 円） [申] Kitara チケットセンター（℡520-1234）、

市内各プレイガイドで販売中のチケットを購入  [備]詳細は Kitara ホームページで。 

 

仲道 郁代 マイ･フェイヴァリット～デビュー３０周年を彩るピアノ名曲集～ 
★曲の解説や魅力をお話ししながら、有名なピアノ作品を演奏します。 

[日]1/21(土) 14:00～  [対]小学生以上  [定]453 名 

[費]チケット 500 円（一般 2,500 円） [申] Kitara チケットセンター（℡520-1234）、市内

各プレイガイドで販売中のチケットを購入  [備]詳細は Kitara ホームページで。 

 
  

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します。 

[日]2/5(日) 10:00～16:00  [対]小学生を含む家族（1 組 5 名以内）  [定]10 組 

[費]2,170 円/組  [申]はがき・ＨＰで、1/20(金)必着で申し込み。多数時抽選 

 

ファミリーキャンプ 
★家族でのキャンプデビューを支援し、自然体験活動を通して、本質的な楽しさや魅力を伝えます。 

[日]2/11(土)13:00 ～ 12(日)11:00（1 泊 2 日）  [対]小学生を含む家族（1 組 5 名以内）  

[定]5 組  [費]11,900 円/組  [申]はがき・ＨＰで、1/27(金)必着で申し込み。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 

 

もりの工作コーナー「おえかきウッドピン」 
★木の種類などを比較しながら、メモや写真を止める素敵な木のピンづくりに挑戦！ 

[日]1/7(土)～2/26(日) 各日 9:30～16:30（※ただし平日の月曜は休館） [対]どなたでも 

[定]なし  [費]無料  [申]不要。当日直接会場へ。 

 

親子観察会「冬の森の探検隊ＩＮ開拓の村」 
★開拓の村の森の中を、スノーシューをはいて巡りながら、冬の自然を学び楽しみましょう 

[日]2/25(土) 10:00～12:30  [対]小学生とその保護者  [定]10 組 20 名  [費]無料 

[申]電話で 1/26(木)から受付。先着順 

 
                         

札幌市資料館 

[所]中)大通西 13  [電]251-0731 [F]271-5921 

 

子供映画会～アニメ放映～と「紙芝居」 
★小学校低学年までの児童を対象としたアニメ映画と紙芝居を、午前と午後各１回づつ行います。 

[日]1/15(日) ①10:30～12:00 ②13:30～15:00  [対]～小学３年生  [定]各回 50 名 

[費]無料  [申]不要。当日直接会場へ。先着順 

 

  

札幌芸術の森 

[所]〒005-0864 南)芸術の森 2  [電]各講座ごとに掲載 

 

０さいからのげいじゅつのもり 木でっ粘土でっ 山あそび！海あそび！ 
★階段木琴や木馬、キネティックサンド、木のプール。空には魚モビールが浮かぶよ。 

[日]11/26(土)～4/23(日) 9:45～17:00 ※月曜(祝日・振替休日の場合は翌火曜)･年末年始

（12/29～1/3）休館   [対]幼児、児童と保護者  [定]なし  [費]無料  [申]不要。当

日直接会場へ  [備]問合せ電話番号は 591-0090 

 

札幌ジュニアジャズスクール １８期生募集 
★札幌芸術の森が主催する小・中学生対象のジャズスクール。 

[日]毎週土･日曜に開催(定期練習は全 70 回程度)  [対]小・中学生  [定]小学生 30 名程度(中学

生 20 名程度)  [費]2,500 円/月  [申] 2/24(金)までに、FAX・HP から指定の様式で申し

込み。 [備]1/15(日)活動説明会。オーディションは 3/18(土)、19(日)に開催。問合せ電話番号

は 592-4125 

  

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 ～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(金・祝) 11:00～12:00  [対]幼児、児童と保護者  [定]60 名  [費]無料  

[申]不要。当日直接会場へ。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]1/9(月・祝) 10:30～14:30  [対]小学生と保護者（親子で参加できる方）  [定]10 組 

[費]無料  [申]電話で 12/22(木)より受付。先着順。 

 

  

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 冬休み子どもワークショップ 
★①寄木ストラップ ②裂き織りコースター ③ステンシル ④缶バッジ ⑤つちぶえ 

[日]1/11(水)10:30～12:30、14:00～16:00 時間内に随時開催  [対]幼児以上 

[定]内容により 20～40 名  [費]内容により 300～600 円  [申]当日会場で受付。先着順 

書パフォーマンス ～大きな筆で字を書こう！～ 
★授業や書道教室でも触れる機会の少ない、大きな筆を使った書道体験等を行います。 

[日]1/12(木) 13:00～15:00 ※13:00 からパフォーマンス、終了後に体験教室を開催 

[対]幼児以上  [定]なし  [費]無料  [申]当日会場で受付。 

市民ギャラリー 冬休み子ども映画会 
★展示室の壁面を使った大きなスクリーンで、ディズニーアニメ「ピーターパン」を上映。 

[日]1/14(土) 10:30～11:45  [対]どなたでも  [定]80 名  [費]無料 

[申]不要。当日直接会場へ。先着順  

０さいからのげいじゅつのもり 親子ではっけん！いろ・かず・どうぶつ 
★芸術の森美術館収蔵作品をテーマに沿って楽しく鑑賞、親子でワイワイ楽しめます。 

[日]2/23(木)～3/5(日) 10:00～17:00(予定) ※2/27(月)は休館 

[対]どなたでも  [定]なし  [費]無料(大人 500 円)  [申]不要。直接会場へ 

市民ギャラリー 春休み子ども映画会 
★展示室の大きなスクリーンで、ディズニーアニメ「白雪姫」を上映。 

[日]3/29(水) 10:30～11:55  [対]どなたでも  [定]80 名  [費]無料 

[申]不要。当日直接会場へ。先着順  
 


