
令和4年度
講座情報冊子（6，7月）

道民カレッジ事務局
受託：（公財）北海道生涯学習協会
〒060-0002
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル9階
電話：011-204-5780 FAX：011-281-6664
Mail：college@manabi.pref.hokkaido.jp

※講座の受講申し込みをする際は、氏名・住所・電話番号など、
講座の主催者が必要とする情報を伝えて下さい。



⚫ 中止・延期
⚫ 定員人数の変更
⚫ 申込方法、申込期限の変更 など
掲載している情報が変更になっている場合があります。講座を受
講される場合には、あらかじめ主催者に確認を行うようお願いい
たします。
また、感染拡大防止策へのご協力をお願いいたします。
なお、掲載されていない講座についても単位認定することになり
ました。

講座を受講される方へのお願い



No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

1
家族の「もしも」に備えて

介護制度丸わかり教室

2022/05/16 (月)か

ら2022/05/23 (月)
18:30から20:00 2回 24名 1単位

函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/04/14 (木)

その他,電話で,HPで

(窓口受付)
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

2

2022レッツ・トライ・ダ

ンシング　オオトモヒロシ

ダンススタジオ月曜コース

2022/05/16 (月)か

ら2022/06/06 (月)
17:30から18:30 3回

文部科学省所管(公財)日本ボールルーム

ダンス連盟の加盟団体である北海道ボー

ルルームダンス連盟が、道内の加盟ダン

ス教室を会場に、社交ダンス種目の「ワ

ルツ」「ルンバ」「ジルバ」「マンボ」

「ブルース」「スクエアルンバ」の講習

会を行います。また、講習会講師は（公

財）日本ボールルームダンス連盟認定イ

ンストラクターが担当いたします。

1単位

オオトモヒロシダンス

スタジオ札幌市中央区

南9条西3丁目2-1パー

クビル1階

当日直前申込

可。ただし、事

前にお電話くだ

さい。

直接会場で,電話で,E

メールで
無料

オオトモヒロシ

ダンススタジオ

011521-9005

reco1965hiro@tree.odn.n

e.jp

3
童謡と叙情歌を楽しく歌う

講座

2022/05/17 (火)か

ら2022/12/13 (火)
10:30から11:30 8回 15名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,200円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

4

2022レッツ・トライ・ダ

ンシング　オオトモヒロシ

ダンススタジオ水曜コース

2022/05/18 (水)か

ら2022/06/08 (水)
19:00から20:15 3回

文部科学省所管(公財)日本ボールルーム

ダンス連盟の加盟団体である北海道ボー

ルルームダンス連盟が、道内の加盟ダン

ス教室を会場に、社交ダンス種目の「ワ

ルツ」「ルンバ」「ジルバ」「マンボ」

「ブルース」「スクエアルンバ」の講習

会を行います。また、講習会講師は（公

財）日本ボールルームダンス連盟認定イ

ンストラクターが担当いたします。

1単位

オオトモヒロシダンス

スタジオ札幌市中央区

南9条西3丁目2-1パー

クビル1階

当日直前申込

可。ただし、事

前にお電話くだ

さい。

電話で,Eメールで,直

接会場で
無料

オオトモヒロシ

ダンススタジオ

011521-9005

reco1965hiro@tree.odn.n

e.jp

5
古典文学を学ぶ講座

～入門編～

2022/05/19 (木)か

ら2022/06/23 (木)
18:30から20:00 5回 15名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料800円

（一財）滝川生

涯学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

6
はつらつ講座

「新ふるさと紀行」

2022/05/19 (木)か

ら2022/07/21 (木)
13:30から15:00

全

10

回

30名 1単位

小樽市生涯学習プラザ

「レピオ」小樽市富岡

1-5-1

2022/04/01 (金)

から2022/04/11

(月)

直接会場で,Eメール

で,はがきで(往復は

がき又は直接来館し

て所定の用紙に記入

し、返信用はがきを

添えて提出)

3,000円

小樽市生涯学習

プラザ「レピ

オ」

0134-24-3363

0134-24-3291

lepio@city.otaru.lg.jp

7 令和4年度美術講座
2022/05/19 (木)か

ら2022/08/04 (木)
10:00から11:30

10

回

100

名
1単位

北海道立近代美術館

講堂札幌市中央区北1

条西17丁目

2022/03/24 (木)

から2022/05/06

(金)

HPで,はがきで(往復

はがき)

6,000円（アルテ

ピア会員は5,000

円）

一般社団法人

北海道美術館協

力会

011-644-4025

011-644-4025

artepia@artepia.or.jp

8
第2回

ウォータビクス教室

2022/05/24 (火)か

ら2022/06/28 (火)
13:30から14:30

10

回
30名 1単位

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/05/10 (火)

から2022/05/20

(金)

直接会場で 5,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

1



No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

9
笑って元気！“健康の秘訣

伝授”ラフターヨガ講座

2022/05/24 (火)か

ら2023/02/28 (火)
10:30から11:30

10

回
10名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

10

神居百寿大学講座

「お腹の健康と乳酸菌との

かかわり」

2022/05/25 (水) 10:00から12:00 1回 40名 2単位

旭川市神居公民館旭川

市神居2条9丁目1番19

号

2022/04/06 (水)
その他(神居公民館

直接)
年間4,000円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui_ph@city.asahikaw

a.hokkaido.jp

11

世界で人気の料理「スペイ

ン」編 「パエリア」を作

ろう！

2022/05/25 (水) 10:00から12:00 1回 12名 2単位
函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/04/25 (月)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
材料費　1,200円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

12
季節の小物に挑戦！

 トールペイント教室
2022/05/26 (木) 13:30から15:30 1回 10名 2単位

函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/04/27 (水)

その他,電話で,HPで

(窓口受付)
材料費　800円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

13 かわいいものづくり講座
2022/05/26 (木)か

ら2022/07/21 (木)
10:00から11:30 5回 10名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,800円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

14

ニュースポーツ

「カーリンコン」を楽しも

う

2022/05/27 (金) 13:30から15:30 1回 10名 2単位

永山住民センター　大

集会室旭川市永山7条

4丁目

事前申込不要 直接会場で 100円
旭川カーリンコ

ン協会

0166-46-3799

0166-46-3799

taka195210@gmail.com

15

2022レッツ・トライ・ダ

ンシング　オオトモヒロシ

ダンススタジオ金曜コース

2022/05/27 (金)か

ら2022/06/10 (金)
19:15から20:15

２

回

文部科学省所管(公財)日本ボールルーム

ダンス連盟の加盟団体である北海道ボー

ルルームダンス連盟が、道内の加盟ダン

ス教室を会場に、社交ダンス種目の「ワ

ルツ」「ルンバ」「ジルバ」「マンボ」

「ブルース」「スクエアルンバ」の講習

会を行います。また、講習会講師は（公

財）日本ボールルームダンス連盟認定イ

ンストラクターが担当いたします。

1単位

オオトモヒロシダンス

スタジオ札幌市中央区

南9条西3丁目2-1パー

クビル1階

当日直前申込

可。ただし、事

前にお電話くだ

さい。

直接会場で,電話で,E

メールで
無料

オオトモヒロシ

ダンススタジオ

011521-9005

reco1965hiro@tree.odn.n

e.jp

16

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座

4回でできる！おしゃれな

かごバッグ

2022/05/27 (金)か

ら2022/06/17 (金)
10:00から12:00 4回 10名 2単位

苫小牧市文化交流セン

ター(アイビー・プラ

ザ)　苫小牧市本町1丁

目6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

その他,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで

(苫小牧市文化交流

センター窓口)

2,000円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp

17

美幌博物館講座（歴史編）

ブラ博物館　古梅編（体験

会）

2022/05/28 (土) 09:30から12:00 1回 25名 2単位
美幌町古梅地区美幌町

字古梅

2022/05/01 (日)

から2022/05/26

(木) 

電話で(申込は美幌

博物館（0152-72-

2160）まで。定員に

達していない場合は

当日受付も可。)

100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.ho

kkaido.jp

2



No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

18

日本医療大学 生涯学習講

座 「あなたが、家族が倒

れた時、相談できる専門家

はだれ？」

2022/05/28 (土) 10:00から11:30 1回

新型コロナウイルスの影響により中止す

る場合があります。 

開催当日はマスクの着用及び感染防止対

策にご協力をお願いいたします。 

最新の情報は本学ホームページにてお知

らせいたします。

20名 1単位
月寒公民館札幌市豊平

区月寒中央通7丁目

2022/04/01 (金)

から2022/05/28

(土)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で

無料 日本医療大学

011-351-6100

011-351-6160

kouza@jhu.ac.jp

19

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座　土曜の

朝はレッツZUMBA!!～楽

しくダンスエクササイズ～

2022/05/28 (土)か

ら2022/06/25 (土)
11:00から12:00 5回 10名 1単位

苫小牧市文化交流セン

ター(アイビー・プラ

ザ)　苫小牧市本町1丁

目6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

その他,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで

(苫小牧市文化交流

センター窓口)

1,250円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp

20

精進川観察会【番外編】天

神山に登り地形・地質など

を一緒に観察してみよう

2022/05/29 (日) 10:00から12:00 1回 20名 2単位

天神山緑地札幌市南区

澄川駅北出入り口横に

集合

事前申込み

電話で,その他(C

メール(ショート

メール))

200
北海道自然観察

協議会

090ー3897ー9762

21
はじめてのチーズづくり講

座
2022/06/02 (木) 13:00から15:00 1回 10名 2単位

まちづくりセンター

「みんくる」滝川市栄

町3丁目6-28

開始日：

2022/04/01 (金)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

22
就職のためのパソコン講座

「ワード」８回コース

2022/06/03 (金)か

ら2022/07/29 (金)
18:30から20:00

連

続8

回

6名 1単位
函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/05/06 (金)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

23

もっと上達したいワープロ

～ポスター・新聞をつくろ

う～

2022/06/04 (土)か

ら2022/06/18 (土) 

令和4年6月4日、6月

11日、6月18日

13:00から14:30
全3

回
10名 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

その他,電話で,FAX

で,HPで(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

24
今さら聞けないワープロの

基礎講座

2022/06/04 (土)か

ら2022/06/18 (土) 

令和4年6月4日、6月

11日、6月18日

10:30から12:00
全3

回
10名 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

電話で,FAXで,HPで,

その他(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

3



No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

25 ゴミ拾いビーチウォーク 2022/06/05 (日)

09:30から15:00 

集合9:00　出発

9:30　到着

15:00

1回

今年12回目となる三線浜での海岸清掃

です。開会式の後海岸清掃開始。参加者

はまるで山菜取りのように我先にとゴミ

を拾います。参加の方とコミニュケー

ションしながら。特に三線浜は清掃前、

後の海岸の景観が一望でき、達成感が大

きい。閉会式が終わってから、石狩市あ

そビーチで昼食。その後石狩市海浜植物

センターで、日本では希少な自然防風林

を持つ石狩海岸に、生息する生物・植物

について学びます。バス移動往路は「海

ゴミ」の講義をし、復路は感想会をしま

す。 

9:00 JR札幌駅北口　札幌エルプラザ集

合 9:30 出発～15:00エルプラザ到着

バス

乗車

20名

現地

集合

100

名

活動時

間に応

じて単

位認定

三線浜（集合：JR札

幌駅北口　札幌エルプ

ラザ前）札幌市三線

2022/05/10 (火)

から2022/05/20

(金)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で

受講料無料　バ

ス代・保険代

1,000円　昼食持

参　現地集合保

険料200円

NPO法人北海道

海濱美化をすす

める會

011-215-8468

011-215-8468

hamabika2001@gmail.co

m

26

今さら聞けない

PowerPointの基礎講座

（午後の部）

2022/06/05 (日)か

ら2022/06/26 (日) 

令和4年6月5日、6月

12日、6月26日

13:00から14:30
全3

回
10名 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

その他,電話で,FAX

で,HPで(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

27

今さら聞けない

PowerPointの基礎講座

（午前の部）

2022/06/05 (日)か

ら2022/06/26 (日) 

令和4年6月5日、6月

12日、6月26日

10:30から12:00
全3

回
10組 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

電話で,FAXで,HPで,

その他(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

28

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座

はじめての家庭菜園講座

2022/06/06 (月)か

ら2022/06/13 (月)
13:30から15:00 2回 15名 1単位

苫小牧市文化交流セン

ター　アイビー・プラ

ザ　苫小牧市本町1丁

目6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

FAXで,Eメール

で,HPで,はがきで,そ

の他(苫小牧市文化

交流センター窓口)

510円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp

29
やってみよう！

初めての日本画講座

2022/06/07 (火)か

ら2022/06/21 (火)
13:30から15:30 3回 10名 2単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料2,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

30 武術として学ぶ太極拳講座

2022/06/07 (火)か

ら2022/06/28 (火) 

令和4年6月7日、6月

14日、6月21日、6月

28日

18:00から19:30
全4

回
10名 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

その他,電話で,FAX

で,HPで(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

31

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座　人間関

係がラクになるカラーコ

ミュニケーション講座　コ

コロの色診断付き

2022/06/07 (火)か

ら2022/07/05 (火)
10:00から11:30 3回 10名 1単位

苫小牧市文化交流セン

ター(アイビー・プラ

ザ)苫小牧市本町1丁目

6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

FAXで,Eメール

で,HPで,はがきで,そ

の他(苫小牧市文化

交流センター窓口)

1,125円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp
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No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

32
自分でできる足裏マッサー

ジ講座

2022/06/07 (火)か

ら2022/12/06 (火)
10:00から11:30 7回 10名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,100円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

33
神居百寿大学講座「ボッ

チャに挑戦」
2022/06/08 (水) 10:00から12:00 1回 40名 2単位

旭川市神居公民館旭川

市神居2条9丁目1番19

号

2022/04/06 (水)
その他(神居公民館

直接)
年間4,000円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui_ph@city.asahikaw

a.hokkaido.jp

34 ドローイング研究室

2022/06/08 (水)か

ら2022/07/06 (水) 

令和4年6月8日、6月

22日、7月6日

18:00から19:30

1回

（

各

回

完

結

の

講

座

と

な

り

ま

す

）

各10

名
1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

電話で,FAXで,HPで,

その他(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料（筆記用具

と紙持参。本学

で用意する場合

は100円。事前

にお申し出くだ

さい）

星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

35 第１回　深川市民公開講座 2022/06/11 (土) 10:00から11:30 1回
拓殖大学北海道短期大学の先生による市

民向けの教養講座です。

50名

（先

着

順）

1単位

拓殖大学北海道短期大

学　101教室深川市メ

ム4558

終了日：

2022/06/10 (金) 

事前の参加申込

が必要です。

電話で,FAXで,Eメー

ルで
無料

深川市教育委員

会 生涯学習ス

ポーツ課

0164-26-2343

0164-22-8212

gakuspo@city.fukagawa.l

g.jp

36
自立男子の料理教室

お料理ビギナー教室
2022/06/11 (土) 13:30から15:30 1回

男性

12名
2単位

函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/05/10 (火)

その他,電話で,HPで

(窓口受付)
材料費　1,000円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

37
第2回

少年少女わんぱく水泳教室

2022/06/11 (土)か

ら2022/07/24 (日)

第1部13:30から

14:30　第2部

14:30から15:30

13

回

各50

名

活動時

間に応

じて単

位認定

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/05/28 (土)

から2022/06/05

(日)

直接会場で 3,900円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

38
誰でも楽しめる

ボッチャ講座

2022/06/11 (土)か

ら2022/10/29 (土)
10:00から11:30 8回 12名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,200円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

39
経済学からみた

AI時代の学びの課題

2022/06/12 (日) 

令和4年6月12日
13:00から14:30

全1

回
20名 1単位

星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

電話で,FAXで,HPで,

その他(専用の申込

書を郵送にて送付)

無料 星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p
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No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

40 親子のアトリエ

2022/06/12 (日)か

ら2022/07/02 (土) 

令和4年6月12日、7

月2日

10:30から12:00

1回

（

各

回

完

結

の

講

座

と

な

り

ま

す

汚れてもよい服装でお越しください。

10名

（親

子合

わせ

て）

1単位
星槎道都大学北広島市

中の沢149

開始日：

2022/05/09 (月) 

定員に達するま

で

その他,電話で,FAX

で,HPで(専用の申込

書を郵送にて送付)

材料費　親子1組

500円
星槎道都大学

011-372-3111

011-372-2580

syougai-

gakusyu@seisa.dohto.ac.j

p

41

シニア勉強会「今シニア世

代に起こっている健康状態

とこれから」」～誰に何を

相談しますか？～

2022/06/17 (金) 10:00から12:00 1回 25名 2単位

札幌市民ホール　第2

会議室札幌市中央区北

1条西1丁目

終了日：

2022/06/16 (木)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで

会員1,000円（会

員以外2,000円）
シニア勉強会

011-700-9070

011-700-9075

souzoku.s@warm-

heart.biz

42
初めていける季節の生け花

講座

2022/06/17 (金)か

ら2022/12/23 (金)
13:30から14:30 7回 10名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,100円／

毎回花代1,300円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

43

公立千歳科学技術大学

2022年度第1回公開講座

情報通信の歴史と未来を拓

く新技術～シリコンフォト

ニクス～

2022/06/18 (土) 14:30から15:30 1回

　スマートフォンのような情報機器に囲

まれて瞬時に得たい情報を入手できる現

代の日常は，光通信ネットワークが支え

てくれています。通信インフラは，スマ

ホアプリとは違って徹底した裏方であ

り，日々の生活の中では私たちの目に留

まることは無い縁の下の力持ちです。本

講演では，日頃意識することが無い通信

技術に光を当て，これまでの 

情報通信の歩みを振り返ってみます。更

に，今後主流と考えられる新技術を垣間

見ることで，将来の日常生活に思いを馳

せてみます．そこには，これまでの光通

信では脇役でしかなく，専らコンピュー

タで使われていた材料“シリコン”が主人

公の新しい物語があります。

なし 1単位
※オンライン※ZOOM

ウェビナー

4月中旬以降、

ホームページで

申し込みを受け

付けます

HPで 無料

公立千歳科学技

術大学　地域連

携センター

0123-27-6192

0123-27-6192

renkei@photon.chitose.ac

.jp

44

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座　［あい

ボラ企画］高校生が考えた

講座「心をつなぐ手話入門

講座」

2022/06/18 (土)か

ら2022/06/25 (土)
09:30から11:00 2回 15名 1単位

苫小牧市文化交流セン

ター(アイビー・プラ

ザ)　苫小牧市本町1丁

目6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

FAXで,Eメール

で,HPで,はがきで,そ

の他(苫小牧市文化

交流センター窓口)

0円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp
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No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

45
脳卒中の治療最前線～明る

い明日へ”つながる”医療～
2022/06/22 (水)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

道民活動センター（か

でる２・７）４階大会

議室札幌市中央区北２

条西７丁目かでる２・

７

2022/05/20 (金)

から2022/06/22

(水)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,はがきで,直接

会場で

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

公益財団法人北

海道生涯学習協

会

011-281-6661

011-281-6664

kyokai@hsgk.jp

46
神居百寿大学講座「シニア

の社会参加とその役割」
2022/06/22 (水) 10:00から12:00 1回 40名 2単位

旭川市神居公民館旭川

市神居2条9丁目1番19

号

2022/04/06 (水)
その他(神居公民館

直接)
年間4,000円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui_ph@city.asahikaw

a.hokkaido.jp

47
心と身体のコミュニケー

ションに ママヨガ教室
2022/06/23 (木) 10:00から11:30 1回

親子

6組

12名

1単位
函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/05/23 (月)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

48

令和4年度とまこまい市民

カレッジ前期講座

あの日にかえりたい～高校

生気分で文学と歴史の醍醐

味を味わおう～今「鎌倉」

「北条」が熱い！『徒然

草』『平家物語』を足がか

りに読み解こう

2022/06/24 (金)か

ら2022/07/08 (金)
18:00から19:30 3回 市民の自主的な生涯学習の支援事業 15名 1単位

苫小牧市文化交流セン

ター(アイビー・プラ

ザ)　苫小牧市本町1丁

目6番1号

2022/04/01 (金)

から2022/04/20

(水)

FAXで,Eメール

で,HPで,はがきで,そ

の他(苫小牧市文化

交流センター窓口)

765円

苫小牧市文化交

流センター　ア

イビー・プラザ

0144-33-8131

0144-33-8133

ivyplaza@roukyou.gr.jp

49 おとなの手習い筆ペン講座
2022/06/24 (金)か

ら2022/08/05 (金)
10:00から12:00 7回 10名 2単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,600円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

50
札幌保健医療大学【第１３

回公開講座】
2022/06/25 (土) 14:00から15:30 1回

　新型コロナウイルス感染症が国内で確

認されたから2年半。未知のウイルスは

脅威からいつしか日常へと変化し、リ

モート〇〇や孤食・黙食、おうち時間と

いう新しい生活スタイルは運動不足やス

トレス増加など私たちのココロとカラダ

に大きな影響を与えています。 

　そんな状況に負けないココロとカラダ

を維持することを目指し、「免疫」

「食・栄養」の身近な観点から生活スタ

イルを見直してみませんかということ

で、コロナ禍を経験した“いま”だからこ

そ、実践できる“健康生活”へのポイント

を紹介します。

40名 1単位

紀伊國屋書店札幌本店

札幌市中央区北５条西

５丁目7sapporo55ビ

ル 　１階インナー

ガーデン

2022/05/23 (月)

から2022/06/25

(土)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,直接会場で
無料

札幌保健医療大

学

117923350

011-792-3358

ogasawara@sapporo-

hokeniryou-u.ac.jp

51

日本医療大学 生涯学習講

座 「実感！自然治癒力－

こころもからだも温かくな

る。マッサージ体験」

2022/06/25 (土) 10:00から11:30 1回

新型コロナウイルスの影響により中止す

る場合があります。 

開催当日はマスクの着用及び感染防止対

策にご協力をお願いいたします。 

最新の情報は本学ホームページにてお知

らせいたします。

20名 1単位
月寒公民館札幌市豊平

区月寒中央通7丁目

2022/05/01 (日)

から2022/06/25

(土)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で

無料 日本医療大学

011-351-6100

011-351-6160

kouza@jhu.ac.jp
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No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数

備考
会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

52

美幌博物館講座（自然編）

植物標本を作ってみよう

（体験会）

2022/06/25 (土) 09:30から15:00 1回 8名

活動時

間に応

じて単

位認定

美幌町古梅地区美幌町

字古梅

2022/06/01 (水)

から2022/06/22

(水)

電話で(申込は美幌

博物館（0152-72-

2160）まで。定員に

達していない場合は

当日受付も可。)

100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.ho

kkaido.jp

53
札幌保健医療大学

【第１３回公開講座】
2022/06/25 (土) 14:00から15:30 1回

　新型コロナウイルス感染症が国内で確

認されたから2年半。未知のウイルスは

脅威からいつしか日常へと変化し、リ

モート〇〇や孤食・黙食、おうち時間と

いう新しい生活スタイルは運動不足やス

トレス増加など私たちのココロとカラダ

に大きな影響を与えています。 

　そんな状況に負けないココロとカラダ

を維持することを目指し、「免疫」

「食・栄養」の身近な観点から生活スタ

イルを見直してみませんかということ

で、コロナ禍を経験した“いま”だからこ

そ、実践できる“健康生活”へのポイント

を紹介します。

48名 1単位

紀伊國屋書店札幌本店

札幌市中央区北５条西

５丁目7sapporo55ビ

ル 　１階インナー

ガーデン

2022/04/08 (金)

から2022/06/25

(土)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,直接会場で
無料

札幌保健医療大

学

117923350

011-792-3358

ogasawara@sapporo-

hokeniryou-u.ac.jp

54
ゼロからはじめる楽しいオ

カリナ講座

2022/06/25 (土)か

ら2022/10/29 (土)
13:30から15:00

10

回
8名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/04/01 (金)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

55 洞爺湖町海岸清掃 2022/06/26 (日) 08:00から18:00 1回

洞爺湖サミットから14年が経ちまし

た。その1年前から洞爺湖町の海岸をき

れいにしたいと活動してきました。

2017年は洞爺湖町民貢献賞を頂きまし

た。行きのバスの中では海ゴミ」につい

て講義を聞きながら。虻田の海岸清掃で

汗を流し、お弁当を食べて火山ジオパー

クの説明を聞きながら散策し、洞爺湖温

泉(自己負担)に入る人、コスプレ全国大

会を見学する人。午後三時になったら帰

路に就く。途中牧場のアイスクリーム

(自己負担)を食べる。バスの中で本日の

感想を川柳にして感想会をする。本日の

みんないい顔になる。

30名

活動時

間に応

じて単

位認定

虻田海岸札幌市
定員になり次第

締切

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで

受講料無料　バ

ス代・保険代実

費2,000円　昼食

持参

NPO法人北海道

海濱美化をすす

める會

011-215-8468

011-215-8468

hamabika2001@gmail.co

m

8



No. 講座名 開催期間 開催時間
回

数
講座詳細内容 定員

単位数
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会場(住所） 申込期間 申込方法 受講料 問合せ先名称 TＥＬ／ＦＡＸ／Eメール

56

北海学園大学 地域連携特

別講座「知識の萌芽

2022」

2022/06/28 (火) 17:45から19:15 1回

　知らず知らずのうちに私たちに身につ

いてしまっている様々なクセ。これって

何が原因なのでしょう？この講義では、

心理学の観点からクセに見られるような

私たちの行動がどのように形成されてい

くのかについて、実際の例を交えながら

理解を深めていきたいと思います。自分

の行動パターンを理解することができれ

ば、みなさんが変わっていくきっかけに

なるかもしれません。

75名 1単位

北広島市芸術文化ホー

ル 　大ホール北広島

市中央6丁目2-1

2022/06/01 (水)

から2022/06/23

(木) 

※予定

電話で,HPで 無料 北広島市役所

011-372-3311

57
脳卒中の治療最前線～明る

い明日へ”つながる”医療～
2022/06/29 (水)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

あすぱる町民活動室北

海道標津郡標津町南1

条西5丁目5番3号標津

町生涯学習センターあ

すぱる

2022/04/01 (金)

から2022/06/29

(水)

電話で,FAXで,はが

きで,直接会場で

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901

58
脳卒中の治療最前線～明る

い明日へ”つながる”医療～
2022/06/29 (水)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

旭川市シニア大学　講

義室　旭川市1条通8

丁目108フィール旭川

7階

2022/05/20 (金)

から2022/06/29

(水)

直接会場で,電話

で,FAXで,Eメールで,

はがきで

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

公益財団法人北

海道生涯学習協

会

011-281-6661

011-281-6664

kyokai@hsgk.jp

59 ヨガ入門夏期講座
2022/07/01 (金)か

ら2022/09/02 (金)
18:30から19:30

10

回
12名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/06/01 (水)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

60
アクセサリーでたどる北海

道の歴史

2022/07/01 (金)か

ら2023/03/31 (金) 

未定

00:00 

1時間程度の動

画

札幌国際大学縄文世界遺産研究室 室長

越田賢一郎氏の講座第三弾。 

今回は縄文時代からアイヌ文化期までの

人々を飾るアクセサリーに着目。 

素材や形状、さまざまな種類のアクセサ

リーをみながら、北海道の歴史をたどっ

てみましょう。

なし

（オ

ンラ

イ

ン）

1単位 ※オンライン※ 無料 ドニワ部

info@doniwab.com

61
美幌博物館講座（自然編）

植物画に挑戦！（体験会）
2022/07/02 (土) 09:30から12:00 1回 12名 2単位

美幌博物館1階　講座

室美幌町字美禽253-4

2022/06/01 (水)

から2022/06/30

(木)

電話で(申込は美幌

博物館（0152-72-

2160）まで。定員に

達していない場合は

当日受付も可。)

100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.ho

kkaido.jp

62
フラを楽しく踊ろう講座

～南国ムードで優雅に～

2022/07/02 (土)か

ら2022/07/30 (土)
10:00から11:30 5回 10名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/06/01 (水)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料800円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

63 第2回　専科コース
2022/07/02 (土)か

ら2022/10/01 (土)
12:00から13:30

10

回
30名 1単位

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/06/04 (土)

から2022/06/25

(土)

直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com
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64
神居百寿大学講座

「陶芸を楽しもう」
2022/07/06 (水) 10:00から12:00 1回 40名 2単位

旭川市神居公民館旭川

市神居2条9丁目1番19

号

2022/04/06 (水)
その他(神居公民館

直接)
年間4,000円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui-

ph@city.asahikawa.hokka

ido.jp

65
第2回

ウォータビクスナイト教室

2022/07/06 (水)か

ら2022/09/28 (水)
20:00から21:00

10

回
40名 1単位

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/06/08 (水)

から2022/06/29

(水)

直接会場で 4,500円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

66

第2回

水中ウォーキング教室

夜の部

2022/07/07 (木)か

ら2022/09/29 (木)
18:30から19:45

10

回
20名 1単位

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/06/09 (木)

から2022/06/30

(木)

直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

67 田んぼで生き物をさがそう 2022/07/10 (日) 10:00から11:45 1回 20名 1単位
菅原農園札幌市南区石

山6区
事前申込

電話で,その他(C

メール（保護者名・

子供の氏名・年齢・

交通機関利用の有無

を明記）)

300円
北海道自然観察

協議会

090-3897-9762

68
家族の健康のために

 からだに優しい料理(夏)
2022/07/12 (火) 18:00から20:00 1回 12名 2単位

函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/06/14 (火)

その他,電話で,HPで

(窓口受付)
材料費　1,200円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

69
いろんなチーズを味わって

楽しむ講座

2022/07/12 (火)か

ら2022/11/15 (火)
12:30から14:00 6回 6名 1単位

ギャラリー陶居＆caf?

オルノ滝川市江部乙町

832-1

開始日：

2022/06/01 (水)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1回目

3,400円：2回目

～毎回2,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

70

キャンパス・コンソーシア

ム函館合同公開講座

「函館学2022」第1回

2022/07/16 (土) 13:30から15:00 1回
函館発、新しい水産業を創るプロジェク

ト

100

名
1単位

北海道大学　函館キャ

ンパス函館市港町3-1-

1

直接会場で,電話

で,FAXで,Eメールで,

はがきで

無料

キャンパス・コ

ンソーシアム函

館

0138-34-6121

0138-34-6101

info@cc-hakodate.jp

71

第2回

少年少女4泳法マスター

コース

2022/07/17 (日)か

ら2022/10/09 (日)
10:30から11:45

10

回
20名 1単位

函館市民プール函館市

千代台町22-25

2022/06/12 (日)

から2022/07/10

(日)

直接会場で 3,000円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

72

神居百寿大学講座

「コミュニケーション力を

つけよう」

2022/07/20 (水) 10:00から12:00 1回 40名 2単位

旭川市神居公民館旭川

市神居2条9丁目1番19

号

2022/04/06 (水)
その他(神居公民館

直接)
年間4,000円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui_ph@city.asahikaw

a.hokkaido.jp

73
リズムウォーキング夏期講

座

2022/07/20 (水)か

ら2022/09/21 (水)
10:30から11:30

10

回
20名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/06/01 (水)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料1,500円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

74
簡単に描けるいやしのパス

テルアート講座

2022/07/20 (水)か

ら2022/09/28 (水)
10:00から11:30 3回 8名 1単位

滝川市中央児童セン

ター滝川市新町2丁目

6番1号

開始日：

2022/06/01 (水)

その他,電話で(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料2,000円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com
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75
美幌博物館講座（自然編）

シマフクロウ（講演会）
2022/07/23 (土) 16:00から17:30 1回 50名 1単位

美幌町民会館　1階小

ホール美幌町字東2条

北4丁目美幌町民会館

2022/07/01 (金)

から2022/07/22

(金)

電話で(申込は美幌

博物館（0152-72-

2160）まで。定員に

達していない場合は

当日受付も可。)

無料 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.ho

kkaido.jp

76
歌で巡るニッポンの名城

～姫路城から五稜郭～
2022/07/26 (火)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

道民活動センター（か

でる２・７）４階大会

議室札幌市中央区北２

条西７丁目かでる２・

７

2022/05/20 (金)

から2022/07/26

(火)

直接会場で,電話

で,FAXで,Eメールで,

はがきで

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

公益財団法人北

海道生涯学習協

会

011-281-6661

011-281-6664

kyokai@hsgk.jp

77

はこだて国際科学祭プレイ

ベント

 万華鏡をつくってみよ

う！

2022/07/26 (火) 10:00から12:00 1回

小学

生と

保護

者 10

組20

名

2単位
函館市女性センター函

館市東川町11番12号

開始日：

2022/06/27 (月)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
材料費　700円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

78
ランチを楽しみながらマ

ナーも学ぶ（洋食編）講座
2022/07/26 (火) 11:30から13:00 1回 10名 1単位

ホテル三浦華園滝川市

花月町1丁目2番26号

開始日：

2022/06/01 (水)

電話で,その他(直接

問い合わせ先へ)

年会費5,000円／

受講料4,200円

(一財)滝川生涯

学習振興会

0125-23-0294

0125-23-0292

livelearn@nifty.com

79 東洋医学一般公開講座 2022/07/27 (水) 14:00から16:00 1回

病気というほどではなくても、首や肩の

こり、疲れ目、むくみなどでお困りの方

は少なくないと思います。 

本講座では、このような不調を改善する

ことを目的として、ツボを押しながら行

う体操をご紹介します。

10名 2単位

札幌市北区民センター

札幌市北区北25条西6

丁目

終了日：

2022/07/27 (水)

電話で,FAXで,Eメー

ルで
無料

北海道札幌視覚

支援学校附属理

療研修センター

011-533-3253

011-533-3253

ahaki@popmail.hokkaido-

c.ed.jp

80
歌で巡るニッポンの名城

～姫路城から五稜郭～
2022/07/29 (金)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

あすぱる町民活動室北

海道標津郡標津町南1

条西5丁目5番3号標津

町生涯学習センターあ

すぱる

2022/04/01 (金)

から2022/07/29

(金)

直接会場で,電話

で,FAXで,はがきで

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901

81
歌で巡るニッポンの名城

～姫路城から五稜郭～
2022/07/29 (金)

13:30から15:30 

（１３：１５～

受付）

1回
１０

０名
2単位

旭川市シニア大学　講

義室　旭川市1条通8

丁目108フィール旭川

7階

2022/05/20 (金)

から2022/07/29

(金)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,はがきで,直接

会場で

１講座５００円

（賛助会員は１

講座につき１０

０円引き）

公益財団法人北

海道生涯学習協

会

011-281-6661

011-281-6664

kyokai@hsgk.jp

82

キャンパス・コンソーシア

ム函館合同公開講座

「函館学2022」第2回

2022/07/30 (土) 13:30から15:00 1回 サーモンの経済学
100

名
1単位

函館大学函館市高丘町

51番1号

電話で,FAXで,Eメー

ルで,はがきで,直接

会場で

無料

キャンパス・コ

ンソーシアム函

館

0138-34-6121

0138-34-6101

info@cc-hakodate.jp

83
BUNKAアシストカレッジ

『テキスタイル講習』

2022/07/30 (土)か

ら2022/07/31 (日)

13:00から16:00 

10:00～16:00

全2

回

経験のある方は「アフリカの穴あき布」

を制作していただく予定です。
13名 3単位

北海道文化服装専門学

校札幌市豊平区豊平4

条8丁目1-7

2022/04/01 (金)

から2022/07/19

(火)

電話で,FAXで,はが

きで

12,000円(教材

費・税込)

北海道文化服装

専門学校

011-811-0101

011-811-0105
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