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札幌市生涯学習センター
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札幌市篠路コミュニティセンター
札幌市手稲コミュニティセンター
札幌市新琴似・新川地区センター
札幌市太平百合が原地区センター
札幌市厚別南地区センター
札幌市藤野地区センター
札幌市もいわ地区センター
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北海道博物館
北海道立近代美術館
札幌市産業振興センター
北海道家庭生活総合
カウンセリングセンター
札幌エルプラザ公共4施設
札幌市民防災センター
ほっかいどう地球ひろば
北海道青少年会館Compass
札幌市こどもの劇場やまびこ座
NHK文化センター札幌教室
道新文化センター
札幌市西健康づくりセンター
百合が原公園
豊平公園 緑のセンター
北海学園大学
札幌市立大学 サテライトキャンパス
札幌大谷大学 社会連携センター
札幌学院大学 社会連携センター
北翔大学 地域連携センター
星槎道都大学
北海道医療大学 札幌サテライトキャンパス
北海道科学大学
北海道情報大学
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〒063-0051 札幌市西区宮の沢1条1丁目１-１０　　地下鉄東西線「宮の沢駅」 徒歩5分
011-671-2121　　011-671-2134　　https://chieria.slp.or.jp/index.html

P 営
休

改修工事中の取り扱い業務についてはホームページをご覧ください。
○休館中でも予約本の受け渡しと返却、講座の申し込みと支払いは継続実施中です。
○配架中の広報誌「ら・ちえりあって」には講座の情報が盛りだくさんです。

9：00～17：00

毎週日曜日、毎月第2月曜日（祝日の場合は翌火曜日）年末年始（12/28～1/3）

札幌市生涯学習センター臨時カウンター1 西 区

P

〒064-8516 札幌市中央区南22条西13丁目1-1　　市電「中央図書館前」 徒歩1分
じょうてつバス「南21条西11丁目」 徒歩7分
011-512-7320　　011-512-5783 　https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/chuo/chuo.html

営
休

80万冊以上の蔵書を誇る市内最大の図書館です。
○図書や視聴覚資料等の閲覧・貸出、調査・相談などさまざまな図書館サービスをおこ
　なっています。

平日／9：15～20：00　土曜日・日曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市中央図書館3 中央区

P

〒001-0907 札幌市北区新琴似7条4丁目1-２　　中央バス「新琴似8条3丁目」 徒歩1分、
地下鉄南北線「麻生駅」 徒歩15分
011-764-1901　　011-764-2329 　https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/sinkotoni/sinkotoni.html

営
休

幼児から高齢者まで地域の皆様が気軽にご利用できる図書館です。
○図書の閲覧・貸出・相談、絵本の読み聞かせ、映画会などいろいろな図書館サービスを
　おこなっています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

新琴似図書館4 北 区

P

〒065-0030 札幌市東区北30条東16丁目3-13　　地下鉄東豊線「新道東駅」 徒歩10分
011-784-0841　　011-784-0458
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/motomati/motomati.html

営
休

約8万4千冊の蔵書があり、地域の皆さまに親しまれております。
○図書の閲覧・貸出、調査・相談などさまざまな図書館サービスをおこなっています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市元町図書館5 東 区

P

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20　　地下鉄東西線｢新さっぽろ駅」1番出口正面
JR｢新札幌駅」 徒歩5分
011-892-5001　　011-894-5445 　https://www.ssc.slp.or.jp/

営
休

科学で遊ぶ！科学を学ぶ！大人も子どもも楽しめる体験型の博物館。
○実際に見て・触れていく中で科学を体感できる体験型展示物がいっぱい。大人にも人気
　のプラネタリウムは、約一億個の星を映す世界最高水準の機器で大迫力です。

5月～9月／9：00～17：00
10月～4月／9：30～16：30（ご入館は閉館の30分前まで）
毎週月曜日（祝日の場合は開館）、毎月最終火曜日、祝日の翌日、特別展最終日の翌日、
12/27～翌年1/4まで

札幌市青少年科学館2 厚別区

注意！掲載されている施設情報について
●新型コロナウイルスの感染状況により、臨時休館や開館時間の短縮が
　発生する場合がございます。最新の状況については直接各施設までお
　問い合わせいただくか、各施設ホームページをご参照ください。
●本誌に掲載されている情報は、2021年8月時点のものです。
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P

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-15　　地下鉄東西線「新さっぽろ駅」 徒歩5分、
JR「新札幌駅」 徒歩6分　　011-894-1590　　011-894-0294
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/atubetu/atubetu.html

営
休

駅近くの好立地で時折キタキツネも姿を見せる図書館です。
○地下鉄やJR駅から近く、交通アクセスは良好。約8万2千冊の蔵書があり、図書の閲覧・
　貸出、調査・相談などさまざまな図書館サービスをおこなっています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市厚別図書館7 厚別区

P

〒003-0004 札幌市白石区東札幌4条4丁目1-1　　地下鉄東西線「東札幌駅」 徒歩10分 
011-824-2801　　011-824-8792
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/h-sapporo/h-sapporo.html 

営
休

地域の方に親しまれている図書館です。お気軽にお越しください！
○地域に愛され、地域に役立つことを目指す図書館です。テーマに沿った図書の展示や、
　小さな子ども向けのお話し会なども開催しています。2,000枚以上のCDもあります。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市東札幌図書館6 白石区

P

〒004-0871 札幌市清田区平岡１条１丁目2-1 清田区総合庁舎4階　　中央バス「清田区役所」 徒歩1分
011-889-2484　　011-889-2485
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/kiyota/kiyota.html

営
休

平日は区役所の食堂や売店も利用できる便利な図書館です。
○図書約9万冊、ＣＤ約2,300点あり、市内に住んでいる方や市内に通勤・通学
　している方は借りることができます。閲覧や試聴は誰でもできます。
○４階にありますので、窓側の閲覧席からの眺めがいいです。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市清田図書館9 清田区

P

〒005-0004 札幌市南区澄川4条4丁目5-6　　地下鉄南北線「澄川駅」 徒歩10分
011-822-3730　　011-822-7592
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/sumikawa/sumikawa.html

営
休

住宅街に位置し、静かな環境で、読書をお楽しみいただけます。
○図書の閲覧・貸出・相談などさまざまな図書館サービスをおこなっています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15 ～ 17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市澄川図書館10 南 区

※おむつ交換場所は
　女性トイレのみ

P

〒063-0004 札幌市西区山の手4条2丁目1-20　　中央・ＪＲバス「西区役所前」 徒歩8分、
地下鉄東西線「琴似駅」 徒歩15分　　011-644-6822　　011-644-4079
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/yamanote/yamanote.html

営
休

9つの地区図書館中、最古の開設で、郷土資料・CDの貸出数は最多です。
○図書や視聴覚資料等の閲覧・貸出、調査・相談などさまざまな図書館サービスをおこ
　なっています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市山の手図書館11 西 区

P

〒062-0033 札幌市豊平区西岡3条6丁目6-1　　中央バス「西岡3条5丁目」下車 徒歩1分
001-852-8111　　011-852-1394
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/nisioka/nisioka.html

営
休

蔵書数約９万冊、子ども向け・一般向けの行事や本の企画展示も開催。
○札幌市内で唯一の児童会館を併設した図書館。図書館独特の「静」と元気な子どもたち
　の「動」が融和した施設です。昭和57年開設、鉄筋コンクリート造り。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00 

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市西岡図書館8 豊平区

アイコン
説　　明

アイコン
説　　明
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P

〒006-0832 札幌市手稲区曙2条1丁目2-50　　ＪＲ「手稲駅」 徒歩15分、ＪＲバス「手稲体育館前」 徒歩1分
011-685-4946　　011-685-9481
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/sisetu/akebono/akebono.html

営
休

カササギもやってくる図書館です。
○子ども映画会やたのしいおはなし会などいろいろな行事も開いています。

火曜日～木曜日／9：15～19：00　金曜日～月曜日・祝日／9：15～17：00

毎月第2・第4水曜日、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市曙図書館12 手稲区

〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8-1 白石区複合庁舎6階　　地下鉄東西線「白石駅」
6番出口直結　　011-866-4646　　011-866-4600
https://www.city.sapporo.jp/toshokan/ehon/index.html

営
休

2万冊の絵本に囲まれた、絵本専門の図書館です♪
○主に乳幼児とその保護者を対象とした、館内で声を出して絵本を読むことができる図
　書館です。大型絵本や紙芝居も多数揃えています。

9：00～17：00

毎月第4金曜日（祝日の場合は別に定める）、蔵書一斉点検期間、年末年始（12/29～1/3）

札幌市えほん図書館13 白石区

P

〒060-0001 札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ1・2階　　地下鉄「大通駅」西2丁目
地下歩道と直結
011-208-1113　　011-208-1110　　https://www.sapporo-community-plaza.jp/library.html

営
休

都心にある、仕事や暮らしを助ける課題解決型の図書館です。
○仕事や暮らしに関する図書や情報提供に特化した図書館です。Wi-Fiを完備し、一部座
　席はコンセントを設置。打ち合わせに使えるコーナーも。仕事等に役立つセミナーも
　開催。

平日／9：00～21：00（調査相談受付は20：00まで）
土曜日・日曜日・祝日／10：00～18：00（調査相談受付は17：00まで）

毎月第2・第4水曜日、年末年始（12/29～1/3）
※その他、札幌市民交流プラザの休館にともなう臨時休館あり

札幌市図書・情報館14 中央区

P

001-0025 北区北25条西6丁目1-1　　地下鉄南北線「北24条駅」 徒歩8分
011-757-3511　　011-717-1139　　https://www.kitakuce.jp

営
休

サークル活動、会議等に使える14の貸室と図書室。文化とふれあいの場に！
○和室、会議室、料理室、ホール等、14の貸室
○図書室は土日祝も開室
○駐車場約70台

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）

年末年始（12/29～1/3、図書室は年末年始、第4金曜日、蔵書点検期間）

札幌市北区民センター15 北 区

P

〒004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-14　　地下鉄東西線「新さっぽろ駅」2・4番出口
徒歩2分、JR「新札幌駅」 徒歩5分 
011-894-1581　　011-895-4471　　https://atsubetsu.kumin-c.jp/

営
休

地下鉄でも、JRでも、バスでも！アクセスは抜群です。
○館内９つの貸室は、音楽・ダンス・体操などのサークル活動や、各種団体の会合などに利
　用できます。定期的にバラエティーに富んだ講座やコンサートなどもおこなっています。

8：45～21：00

年末年始（12/29～1/3）

札幌市厚別区民センター16 厚別区

P

〒004-0841 札幌市清田区清田1条2丁目5-35　　中央バス「清田区役所」 徒歩12分、
中央バス「清田小学校」 徒歩6分
011-883-2050　　011-883-2237　　https://kiyota.kumin-c.jp/

営
休

緑地や公園と隣接した鳥も訪れる自然豊かな癒しの空間です。
○区民ホール、集会室、和室、料理実習室、陶工芸室など、12の貸室があります。
　サークル活動、会合、会社の会議や研修等でご利用いただけます。（有料）
○区民センターで活動しているサークルのポスターを１階ロビーに掲示していま
　す。何かを始めたいと思っている方におすすめです。

8：45～21：00

年末年始（12/29～1/3）

札幌市清田区民センター17 清田区

P
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〒006-0023 札幌市手稲区手稲本町3条1丁目3-41　　JR「手稲駅」 徒歩12分 
011-681-2133　　011-681-2050　　http://teine-comicen.net/

営
休

きてみて ていねっていいね サークル・スポーツ・生涯学習にどうぞ。 
○オーブン等がある料理室、卓球・バトミントン・バレーボールができるホール、
　大型鏡がある部屋（3室）など貸室も充実。各種講座や図書室もあります。駐
　車場は45台分。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）

年末年始（図書室は日曜日・祝日・月末図書整理日）

札幌市手稲コミュニティセンター19 手稲区

P

〒001-0902 札幌市北区新琴似2条8丁目1-20　　中央バス【北73】【西49】【麻67】
「新琴似2条8丁目」 徒歩2分 
011-765-5910　　011-765-5920　　http://www.shinkotoni-shinkawacc.com

営
休

子どもからお年寄りまで気軽に利用できるふれあいの広場です。
○体育室、会議室、和室、洋室、実習室の貸室があり、サークル活動や会合などに有料でご
　利用いただけます。図書室もあります。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）
年末年始（12/29～1/3）
図書室は年末年始、毎週月曜日、祝日、第4金曜日他蔵書点検日

札幌市新琴似・新川地区センター20 北 区

P

〒002-8012 札幌市北区太平12条2丁目1-17　　JR「百合が原駅」 徒歩25分、
中央バス「北四番橋」 徒歩5分 
011-770-6531　　011-774-1721　　http://fc00081120170110.web3.blks.jp/

営
休

講座・イベント・サークル・図書室と充実！地域の学びと憩いの場。
○館内には図書室や体育室・集会室・和室・実習室の貸室があり、講座やイベントも多数開
　催しています。子どもから大人まで集える憩いの場に、足を運んでみませんか。
○「たのしく陶芸講座」
　開催日時：9/4（土）13：00～　受講料：500円　教材費：300円
　申込期間：8/24（火）～25（水） ※多数の場合抽選

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）
年末年始（12/29～1/3）
図書室は年末年始、毎週月曜日、祝日、第4金曜日他蔵書点検日

札幌市大平百合が原地区センター21 北 区

P

〒004-0022 札幌市厚別区厚別南7丁目9-1 新札幌わかば小学校4階
JRバス「新札幌バスターミナル」乗車、「新札幌わかば小学校前」 徒歩1分
011-896-3000　　011-896-4990　　https://am-chikucen.com/

営
休

子どもからお年寄りまで気軽に利用できる地域コミュニティの場です！
○JR新札幌駅からバスで８分。サークルやコミュニティ活動でご利用ください。図書室も
　あります。全室4階からの眺め良し。昨年の改修工事でリニューアルされました。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）
年末年始（12/29～1/3）
図書室は年末年始、毎週月曜日、祝日、第4金曜日他蔵書点検日

札幌市厚別南地区センター22 厚別区

P

〒002-8023 札幌市北区篠路3条8丁目11-1　　中央バス「篠路駅前」 徒歩5分、中央バス「コミュニティ
センター前」 徒歩1分、中央バス「コミュニティセンター入口」 徒歩5分、JR「篠路駅」 徒歩10分
011-771-3700　　011-771-3696　　http://fc00170220180901.web3.blks.jp/

営
休

大人も子どももみんなが集える地域の憩いの場。
○ホール、会議室等の貸室業務、さまざまなジャンルの講座や地域の方々との交流を目
　的としたイベントを開催しています。図書室もありますので気軽にお立ち寄りください。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）

年末年始（12/29～1/3、図書室は毎週月曜日・祝日、毎月第4金曜日）

札幌市篠路コミュニティセンター18 北 区

P

〒061-2282 札幌市南区藤野２条７丁目2-1　　地下鉄南北線「真駒内駅」発 じょうてつバス
（４番乗り場）で「十五島公園」 徒歩５分
011-592-2002　　011-592-2037　　http://fujinochiku.web.fc2.com/

営
休

憩い・集い・出会いの交差点。
○子どもからお年寄りまで、皆さまがお気軽にご利用できる文化と交流の広場です。各種
　講座・スポーツ活動・サークル活動・会合などコミュニティ活動の拠点としてご利用くだ
　さい。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）
年末年始（12/29～1/3）
図書室は年末年始、毎週月曜日、祝日、第4金曜日他蔵書点検日

札幌市藤野地区センター23 南 区

P
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〒005-0808 札幌市南区川沿8条2丁目4-15　　地下鉄南北線「真駒内駅」発 じょうてつバス
（南95、南96、環96）で「藻南公園」 徒歩5分
011-572-5733　　011-572-5744　　http://moiwa.jp

営
休

地域に愛され25年。これからも皆さんと共に！
○気の合う仲間作りや豊かな生活のためのサークル活動に利用できる多目的ホール・和
　室・集会室・実習室と、見ても楽しい図書室を併設。スタッフ一同笑顔でお待ちしていま
　す。

8：45～21：00（図書室は9：00～17：00）
年末年始（12/29～1/3）
図書室は年末年始、毎週月曜日、祝日、第4金曜日他蔵書点検日

札幌市もいわ地区センター24 南 区

P 部屋
利用時

オスト
メイト
対応

〒004-0006 札幌市厚別区厚別町小野幌53-2　　JR「新札幌駅」または「森林公園駅」から
JR北海道バス新２２「開拓の村」行きに乗車、「北海道博物館」で下車 徒歩すぐ
011-898-0466　　011-897-1865　　https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/

営
休

北海道の自然・歴史・文化がまるわかり！企画展や講座も開催！
○常設の総合展示では「北東アジアのなかの北海道」「自然と人とのかかわり」をコンセプ
　トに、北海道の自然・歴史・文化を5つのテーマで紹介！（料金：一般600円ほか）
○第７回特別展「あっちこっち湿地～自然と歴史をめぐる旅～」
　9/20（月・祝）まで開催 ※休館日あり
　今年はラムサール条約制定50周年！詳細はウェブサイトで！

5～9月／9：30～17：00　10～4月／9：30～16：30（入館は閉館の30分前）

毎週月曜日（祝日の場合は直後の平日）、年末年始（12/29～1/3）

北海道博物館25 厚別区

P

〒060-0001 札幌市中央区北１条西17丁目　　地下鉄東西線「西18丁目駅」 4番出口 徒歩５分
011-644-6882　　011-644-6885　　https://artmuseum.pref.hokkaido.lg.jp/knb

営
休

緑豊かな散策エリアに位置し、道内随一の美術品コレクションを誇る美術館。
○北海道ゆかりの作家やエコール・ド・パリの画家達の作品、浮世絵、国内外のガラス工芸
　など約5,600点の収蔵作品による近美コレクション展や、多彩な特別展を開催。
○「ミュージアム・トーク」学芸員が展示作品についてお話します。
　「ギャラリーツアー」ボランティアが近美コレクションを解説します。
　※詳細はホームページをご確認ください。

9：30～17：00（入場は16：30まで）

月曜日（祝日の場合は翌日）、展示替え期間、年末年始（12/29～1/3）

北海道立近代美術館26 中央区

〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1　　地下鉄東西線「東札幌駅」 徒歩7分
011-820-3033　　011-820-3220　　https://www.sapporosansin.jp/

営
休

企業・団体等さまざまな方にご利用いただける複合施設です。
○セミナールームでは研修や説明会、オンラインセミナー等、理美容・体育実習室では研修
　の他、実技もおこなえる施設です。事務所をお探しの方にオフィス提供などもおこなって
　います。
○中小企業の方々や創業希望者の方に向けてのセミナーを開催しております。各セミナー
　の内容と受付状況は、上記記載のホームページにてご確認いただけます。

8：45～22：00

年末年始（12/29～1/3）

札幌市産業振興センター27 白石区

P

P

〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1 道民活動センタービル5階　　JR「札幌駅」南口出口
徒歩13分、地下鉄「大通駅」2番出口 徒歩11分
011-251-6408　　011-271-5068　　http://www.counseling.or.jp

営
休

カウンセリング研修講座を開講しています。
○人々が明るく豊かな社会を築くための人間関係を保持できるよう、生涯学習の一環と
　してカウンセリング学を学んでみませんか？詳細はお問い合わせください。

9：00～17：00

日曜日・祝日、年末年始（12/29～1/3）

北海道家庭生活総合カウンセリングセンター 28 中央区

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目 札幌エルプラザ内　　地下鉄「さっぽろ駅」 徒歩7分、
札幌駅北口地下歩道直結
011-728-1222（総合案内）　　011-728-1229（総合案内）　　https://www.sl-plaza.jp/

営
休

多様性に富んだ市民が集う、まちの活力を高める活動の拠点。
○札幌市男女共同参画センター、札幌市市民活動サポートセンター、札幌市環境プラザ、
　札幌市消費者センター等の複合施設です。各種活動に使用できる貸室がございます。
○JR札幌駅すぐの高いアクセス性と、貸室の多様さが魅力！最大90名定員の研修室、ダ
　ンス練習もできるスタジオ、和室や工芸室、洋和裁室等、さまざまな用途でご利用いた
　だけます。

8：45～22：00 ※各施設により異なります。

施設点検休館日、年末年始（12/29～1/3）、その他（各施設による）

札幌エルプラザ公共4施設29 北 区
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〒003-0023 札幌市白石区南郷通6丁目北2-1　　地下鉄東西線「南郷7丁目駅」1番出口 徒歩3分
中央バス「南郷通6丁目」前
011-868-3535　　011-271-0804　　http://www.city.sapporo.jp/shobo/tenji/

営
休

見て触れて、体験し学ぼう。
○地震や火災などの模擬体験を通じて防火防災の知識・行動を学ぶことができます。
　※感染症対策のため予約優先となります。詳しくはホームページまたは電話にてご確認
　　ください。

9：30～16：30

年末年始（12/29～1/3）

札幌市民防災センター30 白石区

P

P

〒003-0026 北海道札幌市白石区本通16丁目南4-25　　地下鉄東西線「南郷18丁目駅」 徒歩10分
011-866-1515（ほっかいどう地球ひろば）、011-866-8333（JICA札幌）　　011-866-1516
https://www.jica.go.jp/hokkaido-hiroba/index.html

営
休

独立行政法人国際協力機構（JICA）が運営するグローバル教育施設。
○世界が直面するさまざまな課題や、開発途上国と私たちとのつながりを体感できる「体
　験型の展示」を通して、共に学び合う施設です。
○地球案内人（専属ガイド）による体験ゾーン探検や、JICA海外協力隊の体験談、ワーク
　ショップなどと組み合わせたプログラムがご利用できます。 ※予約制、平日のみ

10：00～17：30

年末年始（12/29～1/3）

ほっかいどう地球ひろば31 白石区

P

〒005-0022 札幌市南区真駒内柏丘7丁目8番1号　　地下鉄南北線｢真駒内駅｣ 徒歩25分、
じょうてつバス南84「青少年会館前」 徒歩2分
011-584-7555　　011-584-7550　　http://hs-compass.com

営
休

子どもから大人までの学びの場として、宿泊もできる多目的施設。
○南区公的温水プール・音楽ホール・体育館・研修室の施設があり、レストランや宿泊施設
　も併設しています。森林に囲まれ自然豊かな環境のなか散策なども楽しめます。
○サークル活動やスポーツ活動のあとに、お食事会や懇親会などもできます。レストラン
　だけのご利用もでき、年齢に関係なく学びや研修の場としてご活用ください。無料駐車
　場有!

9：00～21：00 ※各施設により異なります。

年末年始（12/29～1/3）、プールは毎週月曜日 ※各施設により異なります。

北海道青少年会館Compass32 南 区

P

〒065‐0027 札幌市東区北２７条東１５丁目　　地下鉄東豊線「元町駅」２番出口 徒歩5分
011‐723-5911　　011-723-5934　　http://www.syaa.jp/sisetu/gekijou/index.html

営
休

人形劇や児童劇のほか、日本の伝統文化に触れられる劇場です。
○バラエティ豊かな人形劇・児童劇が見られるほか、浄瑠璃や義太夫など、日本の伝統文
　化に触れることができる機会もあります。公演が無い日はロビーで遊ぶこともできます。
○三人遣いの人形操作を学ぶ「人形浄瑠璃講習会」と、舞台を構成する義太夫節の語りと
　三味線を学ぶ「義太夫講習会」を毎年開講。道内で浄瑠璃を学べるのはやまびこ座だけ！

9：00～17：00

毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）

札幌市こどもの劇場やまびこ座33 東 区

〒060-0042 札幌市中央区大通西4丁目 道銀ビル12階　　地下鉄「大通駅」4番・9番出口直結
011-222-5011　　011-222-7610　　https://www.nhk-cul.co.jp/school/sapporo/

営
休

“好奇心のその先へ”。全国ネットワークで多彩な講座を展開しています。
○今という時代を知る講座、伝統の美に触れる講座、日々の暮らしを彩る講座、健康
　に人生を送るための講座など、多彩で魅力あふれる講座を提供いたします。
○気軽にご参加いただける「1日講座」や、人気講座に1回だけご参加いただける「体
　験講座」もご用意しています。詳しくはホームページをご確認ください。

平日／9：30～18：00　土曜日／9：30～17：00　日曜日／9：30～13：00

祝日、大型連休、夏季休業、年末年始（要問い合わせ）

NHK文化センター札幌教室34 中央区

〒060-8711 札幌市中央区大通西３丁目６ 道新ビル大通館7階　　地下鉄「大通駅」 徒歩3分 
011-241-0123　　011-232-2448　　doshin-cc.com

営
休

地下鉄「大通駅」より徒歩3分。600以上の多彩な講座を開催しています。
○語学・書道・舞踊・手工芸・絵画などいろいろな講座を開催しています。1日のみの講座など気
　軽に受講できる講座や、はじめてみたかった講座がきっとみつかります。
○動画配信講座の申し込み受付中です。現在配信中の地域再発見シリーズ「小樽、栄華の記憶」
　は、1カ月間お好きな時に教室に通うことなくご自宅などで視聴できます。

平日／9：30～19：00　土曜／9：30～18：00

日曜日・祝日・大型連休、お盆期間、年末年始（詳しくはホームページをご覧ください）

道新文化センター35 中央区

アイコン
説　　明

アイコン
説　　明

1514

お  む  つ
交換場所

Wi-F i飲　料　の
自動販売機

食堂・喫茶
・売  店  等

多　目　的
ト　イ　レ

図書施設駐車場Pお  む  つ
交換場所

Wi-F i飲　料　の
自動販売機

食堂・喫茶
・売  店  等

多　目　的
ト　イ　レ

図書施設駐車場P



P

〒063-0841 札幌市西区八軒１条西１丁目７－７　　地下鉄東西線「琴似駅」２番出口 徒歩10分、
JR「琴似駅」 徒歩3分
011-618-8700　　011-618-8704　　https://www.sapporo-sport.jp/sapporo-kenkow

営
休

運動指導員が常駐しているので初心者の方も安心！コロナ対策も万全です。
○施設利用料390円でどなたでもご利用いただける施設です。有酸素運動・筋力トレーニ
　ング機器が充実！ウォーキングデッキ（約80m）もございます。
○ヨガや太極拳などゆったりおこなうものやひざ・こしなどの機能アップを目指すものな
　ど、さまざまな講座を開催しています。（人数制限あり）

火曜日～土曜日／9：30～20：30　日曜日・祝日／9：30～18：00

月曜日、年末年始（12/29～1/3）

札幌市西健康づくりセンター 36 西 区

P

〒002-8082 札幌市北区百合が原公園210　　JR「百合が原駅」 徒歩7分
011-772-4722　　011-772-4741　　http://yuri-park.jp/

営
休

1年中花と緑が楽しめるフラワーパーク「百合が原公園」
○春は約10万株のムスカリとチューリップの共演、夏は約2万株のユリが咲き乱れる。4カ国
　の趣ある庭が楽しめる世界の庭園や、冬でも植物が楽しめる緑のセンター温室もおすすめ。
○札幌軟石と植物展：8/24（火）～9/5（日）
○盆栽展：9/17（金）～20（月・祝） 最終日15：00まで
○さつき盆栽秋季展：9/22（水）～26（日） 最終日15：00まで

公園は通年24時間開放（Pは20：00～6：00閉門）、百合が原緑のセンター温室・世界の庭園は
8：45～17：15、リリートレインは始発10：00～最終便15:30
百合が原緑のセンター温室は月曜日（祝日の場合は翌平日）、
世界の庭園は今年度4/24（土）～11/3（水曜日・祝日）は無休

百合が原公園37 北 区

P

〒062-0905 札幌市豊平区豊平5条13丁目　　地下鉄東豊線「豊平公園駅」１番出口直ぐ 
011-811-6568　　011-811-7338　　https://www.sapporo-park.or.jp/toyohira/

営
休

年間を通じ20回以上の植物展示会、約30回の講習会、園芸教室等を開催。
○植物展示会は無料です。お帰りに花売店での購入もおすすめです。また、受講料がかか
　りますが、ご家庭のガーデニングに役立つ講習会、園芸教室等も人気です。
○シクラメン展：11/16（火）～11/21（日） 無料
○ハンドメイド・クリスマス展：11/30（火）～12/19（日） 無料

8：45～17：15

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）

豊平公園 緑のセンター38 豊平区

〒062-8605 札幌市豊平区旭町4丁目1-40　　地下鉄東豊線「学園前」直結
011-841-1161　　011-824-3141　　https://www.hgu.jp/

営
休

学びへのファミリアリティー。
○地下鉄東豊線「学園前」駅直結！！
○学内外で，あなたの身近にあるテーマでもイベントを随時開催。詳しくは大学または学部のホー
　ムページをご覧ください。
○社会人でも通学可能な夜間部（授業料低額）と、総合大学・大学院で、あなたのスタイルにあわせ
　た多様な学びが可能です。

9：00～21：00

日曜日・祝日、年末年始など

北海学園大学39 豊平区

〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 12階　　地下鉄「さっぽろ駅」 徒歩3分、
JR「札幌駅」 徒歩4分、地下鉄「大通駅」 徒歩7分
011-218-7500　　011-218-7507　　https://www.scu.ac.jp/campus/crc/kouza-3/

営
休

デザインと看護の専門性を生かした、一般市民・子ども・専門職向け公開講座。
○デザイン学部と看護学部を有する札幌市立大学では、それぞれの専門性を生かした
　「人を育てる」公開講座を、一般市民・子ども・専門職向けに幅広く開催しています。
○2021年度開催予定の公開講座は、大学ウェブサイトをご確認ください。
　https://www.scu.ac.jp/campus/crc/kouza-3/

9：00～21：00（受付9：00～17：00） ※講座開催時のみ来場可

年末年始（12/29～1/3） ※講座が開催されない日は来場不可

札幌市立大学 サテライトキャンパス40 中央区

P

〒065-8567 札幌市東区北16条東9丁目1-1　　地下鉄東豊線「東区役所前駅」、「環状通東駅」 徒歩7分
011-742-1608　　011-742-1654　　https://www.sapporo-otani.ac.jp/visitor/openlecture

営
休

本学の特色を活かした、公開講座を開講しています。
○音楽、美術、地域社会、保育、仏教など、専門知識を持つ本学の教員が公開講座をおこ
　ないます。いつもと違う世界に目を向けてみませんか。
○今年度はオンライン講座を開講します。（一部講座を除く）

9：00～17：00 
土曜日・日曜日・祝日、お盆休み（8/13～8/16）、年末年始（12/29～1/3）、
その他大学が指定する休日

札幌大谷大学 社会連携センター41 東 区

アイコン
説　　明

アイコン
説　　明
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〒004-8666 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1-1　　地下鉄「新さっぽろ駅」1番出口 徒歩1分、
JR「新札幌駅」 徒歩5分
011-386-8111　　011-807-0373　　https://www.sgu.ac.jp/renkei_c/

営
休

人生100年時代「学び」を生涯の愉しみに。
○学長が担当する「大学は面白い」、歴史から美術まで幅広い教養講座、ネイティブ講師と
　学ぶ英会話。多彩な講座で皆さまをお待ちしています。
○「学び」の創造をテーマにした都市型多機能キャンパス。学び楽しむ環境が整っています！

9：00～17：00

日曜日・祝日、年末年始（12/29～1/6）

札幌学院大学 社会連携センター42 厚別区

〒069-8511 江別市文京台23番地　　JR「大麻駅」 徒歩15分、ＪＲバス「北翔大学・札幌学院大学前」
徒歩5分
011-387-3939　　011-387-3746　　http：//www.hokusho-u.ac.jp/

営
休

教養講座、実力講座、公開講座などを開講しています。
○各種講座の提供、学生ボランティアによる地域貢献活動、高大連携、産学官連携等、社
　会連携、生涯学習の事業を積極的に展開しています。

平日／9：00～17：00　土曜日／9：00～13：00

土曜日・日曜日・祝日、お盆休み、年末年始（12/29～1/3）、その他学校行事に伴う休み

北翔大学 地域連携センター43 江別市

P

〒061-1196 北広島市中の沢149番地　　JR「北広島駅」西口から中央バス（福住駅または札幌
ターミナル行き） 約7分
011-372-8050　　011-372-8045　　https://www.seisadohto.ac.jp/

営
休

受講料無料の公開講座を例年春と秋に開講！通信の資格取得課程も募集中！
○気軽に受けられる受講料無料の講座を春・秋に開講。親子で参加できる講座や、大人気
　のパソコン講座など教養系も。開講予定や講座の様子など詳細は本学ホームページをご
　覧ください。
○働きながら資格取得を目指す方の通信教育課程も入学募集中（社会福祉士・精神保健
　福祉士・保育士）。各課程についての詳細や資料請求は本学ホームページをご覧ください。

9：00～17：45

土曜日・日曜日・祝日、その他本学が定める休日

星槎道都大学44 北広島市

P

〒060-004 札幌市中央区北4条西5丁目アスティ45 12階　　JR「札幌駅」南口出口 徒歩5分
011-223-0205　　011-223-0207　　http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/

営
休

医療系総合大学の特色を活かした公開講座を実施。
○医療や福祉など本学の特色を活かしたテーマの講座を実施しています。詳細は本学
　ホームページをご確認いただくか、地域連携課（0133-23-1129）までお問い合わせ
　ください。

9：00～21：00

講座が開催されない日は利用できません。

北海道医療大学 札幌サテライトキャンパス45 中央区

P

〒006-8585 札幌市手稲区前田7条15丁目4-1　　JR「手稲駅」からバス 9分（北口3番のりば）
011-676-8664　　011-688-2392　　https://www.hus.ac.jp/

営
休

「北海道科学大学 NET公開講座 どこでもキャンパス」を実施中！
○本学のYouTubeチャンネルにて公開講座を配信しています。毎回さまざまなテーマで
　実施しておりますので、ぜひ、この機会にご視聴ください。最新情報はホームページを
　チェック！

9：00～17：00

土曜日・日曜日・祝日

北海道科学大学46 手稲区

P

〒069-8585 江別市西野幌59番2号　　JRバス「北海道情報大学前」 徒歩3分
011-385-4427　　011-385-1074　　https://www.do-johodai.ac.jp/kouza/kouza.php

営
休

社会教育活動の一環として一般市民の方へ公開講座を実施。
○本学のほか札幌サテライト教室でも公開講座を実施。（JR札幌駅、地下鉄さっぽろ駅か
　らも徒歩圏内の札幌市中心部。「かでる2.7」「北大植物園」隣接。）詳細はホームページを！

9：00～17：45

土曜日・日曜日・祝日

北海道情報大学47 江別市

アイコン
説　　明

アイコン
説　　明
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