
令和4年度
講座情報冊子
（10・11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。手帳の単位欄に１時間１単位で記入してください。

講座を受講される方へのお願い



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

1

公立はこだて未来大学 公開

講座「日用品インタフェース

の作り方」

2022/10/01 (土) 10:30から12:00 1回

センサやコンピュータを組み込んだ

身近な日用品に関する研究事例や技

術を紹介します。

100名 オンライン（Zoom）

2022/07/25 (月)

から2022/10/01

(土)

HP 無料

公立大学法人公

立はこだて未来

大学

0138-34-6411

0138-34-6564

col@fun.ac.jp

2 2022年度「街中ジオ散歩」 2022/10/01 (土) 10:00から15:00 3回 高台と湧泉とコトニ川本流を見る
先着20

名
「知事公館」(札幌市) 先着順

電話,FAX,E

メール

2,000円（会員

1,000円）

一般社団法人

北海道自然保護

協会

011-876-8546

011-211-8465

info@nc-hokkaido.or.jp

3 文学のひととき第1回 2022/10/01 (土) 14:00から15:30 1回

演題：「久生十蘭を２２世紀まで読

み継ぐために」 

講師：小林真二氏（発街道教育大学

函館校教授）

30名
函館市文学館(函館市末広

町22番5号

2022/09/01 (木)

から2022/10/01

(土)

電話で

料金500円（ざい

だん友の会400

円）

函館市文学館

0138-22-9014

0138-22-9065

bungakukan@zaidan-

hakodate.com

4
文学講座「旭川の文学の歩

み」石川郁夫氏
2022/10/01 (土) 14:00から15:30 1回

地域文学の第一人者・石川郁夫氏に

「旭川の文学の歩み」について幅広

くご講話いただきます。

三浦綾子記念文学館、三浦

綾子記念文学館公式

YouTubeにて録画配信(旭

川市神楽7条8丁目2-15)

直接会場

無料（オンライ

ン配信）　※三

浦綾子記念文学

館の会場でご覧

頂く場合は入館

料が必要です。

三浦綾子記念文

学館

0166-69-2626

0166-69-2611

toiawase@hyouten.com

5

ペット講座　「ペット医療の

最前線－ペットの医療はここ

まで進んでいる！ー」

2022/10/01 (土) 10:00から11:30 1回
二次診療施設で日々行われている診

察の一端をご紹介します。
50名

酪農学園大学(江別市文京

台緑町582番地)

2022/04/01 (金)

から2022/09/09

(金)

はがき,電

話,FAX,E

メール,HP

1,000円
酪農学園　社会

連携センター

011-388-4131

011-387-2805

rg-ext@rakuno.ac.jp

6 2022年度「街中ジオ散歩」 2022/10/01 (土) 10:00から15:00

3回の

最終

回

高台と湧泉とコトニ川
先着20

名
「知事公館」(札幌市)

2022/09/01 (木)

から2022/09/28

(水) 

先着順

電話,FAX,E

メール
2,000円

一般社団法人

北海道自然保護

協会

011-876-8546

 011-211-8465

info@nc-hokkaido.or.jp

7
手作りお菓子に挑戦！　おう

ちでスイーツ①

2022/10/01 (土) 
13:30から15:30 1回

家庭でも手軽に出来るお菓子作りを

学んで、料理のレパートリーを増や

す。

12名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/08/31 (水)
電話,HP 1組1,000円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

8 親子で食育

2022/10/01 (土)

から2022/10/02

(日) 

受付13:00～13:30

解散12:00

開始時刻：

13:30 

１日13:30～2日

12:00　受付

13:00

1回
果物狩りなどの体験を通して親子で

食育に触れる機会とします。
25名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル深川(深川

市音江町2丁目7番1号)

2022/08/31 (水)

から2022/09/14

(水)

HP,その他

(QRコード)

幼児2,390円、小

学生3,120円、保

護者4,630円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル深川

0164-25-2059

9

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　土曜の朝は

レッツZUMBA!!～楽しくダ

ンスエクササイズ～

2022/10/01 (土)

から2022/11/05

(土)

11:00から12:00 5回

ラテンのリズムに合わせて体を動か

し、シェイプアップ、リフレッシュ

を目指します。

10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はがき,その

他,FAX,E

メール,HP

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

10 忠和スキーサークル

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金)

9:00～12:00

13:00～17:00

登山は6:00～

18:00

毎日

実施

ウォーキング、ローラースキー、歩

くスキー、パークゴルフ、登山、ハ

イキング、水泳、サイクリング。

なし

旭川・道内全域(旭川市忠

和公園、その他、お問合せ

ください。)

電話 年会費2,000円
忠和スキーサー

クル
090-1528-8187



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

12 どんな仕事？歯科衛生士！！

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

応相談(希望に

よって随時対応)

10:00から16:00 

上記の間で約1

時間　応相談

1回

歯科衛生士は歯や口腔の健康を守る

重要なお仕事。仕事やお口の健康に

関するお話をわかりやすくお伝えし

ます

応相談
小樽歯科衛生士専門学校

(小樽市稲穂2丁目1番14号)

2022/08/01 (月)

から2022/12/20

(火) 

随時受付

電話,FAX,E

メール
応相談

小樽歯科衛生士

専門学校

0134-27-3001

0134-27-3018

otaru-

dh@satum.plala.or.jp

13
大人のためのBUNKA　アシ

ストカレッジ

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

火～木曜日の間、

曜日・時間相談の

上、各自で自由に

選択（予約制）

10:00～16:00の

間で各自で選択

できます（予約

制）

1ヶ月

6時間

大人のためのオープンカレッジ。受

講生は洋裁初心者から自分のデザイ

ンをブランド化したい人まで。

なし

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)

入学希望　随時受

付中　詳細はホー

ムページ、又は電

話でご確認くださ

い。

電話,FAX,E

メール,はが

き,その他(来

校)

1ヶ月6時間で

4,800円(税・教

材費込)　入学金

5,000円

北海道文化服装

専門学校

011-811-0101

011-811-0105

t-office@h-bunka.ac.jp

14 空手で楽しく健康増進

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

00:00 

月曜日または金

曜日の10:00か

ら17:00のうち1

時間から1時間

30分程度

1回

バレエ、テニス、フィギュアスケー

トと様々なスポーツ、芸術に親しん

できた先生と空手で汗を流しましょ

う！

1名より

可能

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-53310123-28-

5335study@chitose-

reha.ac.jp

15 歯科と言語の関わり

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

00:00 

月曜日または金

曜日の10:00か

ら17:00のうち1

時間から1時間

30分程度

1回

歯科医師の先生が、正常な構音のメ

カニズムと構音障害、また治療法

（改善策）をお話します。

1名より

可能

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

16
生活に役立つ「記憶」の仕組

み

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

00:00 

9:00から17:00

のうち1時間

1回

我々が、日常で使う記憶について、

様々な記憶術や衰えないための方法

などを、体験しながらお話します。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

17 英語で脳と心を生き生きと！

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

英語は世界と自分を繋げます。楽し

い活動で脳と心を働かせながら、一

緒に英語の魅力を味わいませんか。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

18
知っておこう！自動車運転と

健康

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

自動車運転に必要な体や頭の力、事

故予防、免許制度、認知症と運転の

関係などについて学びます。

申込人数

が、5名

以上の場

合開催可

能です。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）

電話で,FAX

で,Eメール

で

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

19 車椅子の介助方法について

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時(平日のみ)※

希望日を第3希望

までお知らせくだ

さい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

車椅子のお手伝いができるよう、車

椅子の種類とその調整・介助・操作

方法について学ぶ。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

20 電磁波って何？

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時（平日のみ）

※希望日を第3希

望までお知らせく

ださい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

身近な家電製品から、医療で用いら

れる温熱治療器まで、幅広く利用さ

れている機器の電磁波について学

ぶ。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

21 腰痛教室

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時（平日のみ）

※希望日を第3希

望までお知らせく

ださい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

腰痛の基礎知識、日常生活の注意点

や予防する方法を学び、日頃の生活

に生かせるようにする。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

22 生活習慣の予防と運動

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

随時（平日のみ）

※希望日を第3希

望までお知らせく

ださい。

9:00から17:00

のうち1、2時間

（希望により応

相談）

1回

日常に活かせる、糖尿病、高脂血

症、高血圧予防の具体的な運動につ

いて学びます。

申込人数

が、10

名以上の

場合開催

可能で

す。

北海道千歳リハビリテー

ション大学(千歳市里美2丁

目10番)

随時（平日のみ）
電話,FAX,E

メール

無料　※出前講

座の際、講師の

移動に関する交

通費等はご負担

願います。

北海道千歳リハ

ビリテーション

大学

0123-28-5331

0123-28-5335

study@chitose-reha.ac.jp

23
「歯科衛生士」・「歯科技工

士」の仕事って？

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

平日のみ　随時相

談　※希望により

随時対応可能

10:30～17：00

の間で1時間程

度（要相談）

1回

歯科医師と共にお口の健康を守るプ

ロの歯科衛生士と歯科技工士の仕事

と口腔衛生に関する話を解説しま

す。

応相談

札幌歯科学院専門学校(札

幌市中央区南7条西10丁目

1034番地)

随時受付
電話,Eメー

ル
応相談

札幌歯科学院専

門学校

011-511-1885

011-511-1902

sds-info@dnet.or.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

24 歯科技工士の仕事を知ろう。

2022/10/01 (土)

から2023/03/31

(金) 

毎週月曜日　随時

開催

10:00から11:00 1回

歯科技工士とは、銀歯や入れ歯を制

作する職業です。歯科技工士につい

てわかりやすく説明します。

10名
北海道歯科技術専門学校

(北広島市中央3丁目4-1)
随時受付

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料
北海道歯科技術

専門学校

011-372-2457

011-372-2459

hdtc@hokkaidodentaltec.a

c.jp

25
令和4年度　第6回える夢

キッズクラブ
2022/10/02 (日) 08:10から13:30 1回

森林での自然体験活動をとおして、

豊かな感受性や仲間との協調性を育

む。

なし

豊頃町える夢館　ほか(中

川郡豊頃町)茂岩本町166番

地)

2022/09/05 (月)

から2022/09/09

(金)

電話 無料
豊頃町教育委員

会

015-579-5801

015-579-5803

shakyo@toyokoro.jp

26 稲刈り体験会 2022/10/02 (日) 10:00から12:00 1回 公園内の水田で稲刈りを体験する。 30名
北海道立道南四季の杜公園

(函館市亀田中野町)199-2)

2022/09/02 (金)

から2022/10/01

(土) 

申込多数の場合は

抽選（抽選日9月

１6日）

電話で(窓口) 無料
北海道立道南四

季の杜公園

0138-34-3888

0138-47-8077

shikinomori@hakodate-

jts-kosya.jp

27
ノルディックウォーキングin

道民の森!!
2022/10/02 (日) 10:00から15:00 1回

森の中を2本のポールを使い健康運動

をしませんか。インストラクターと

一緒に心地よい汗をかきましょう。

20名

道民の森　神居尻地区案内

所前(当別町字青山奥三番

川)

電話で,FAX

で
有料

道民の森管理事

務所

0133-22-3911

0133-22-3993

nishida@dominno-

mori.org

28

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　健康寿命を

延ばす体すっきりヨガ

2022/10/03 (月)

から2022/11/14

(月)

10:00から11:30 6回
健康的な体づくりのため、心と身体

の両方を整えていきます。
15名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(窓

口)

1,530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
2022年度　天使大学・北海

道科学大学連携公開講座

2022/10/03 (月)

から2022/12/30

(金)

1時間30分の動

画5本
5回

YouTubeでの配信を行います（期間

中なら何度でも視聴できます）。
なし ※オンライン※

2022/09/19 (月)

から2022/12/23

(金)

HP 無料 天使大学

011-741-1051             011-

741-1077

 c-koza@tenshi.ac.jp

30
【北海道教育大学 授業公開

講座】漢文学講読Ⅱ

2022/10/03 (月)

から2023/01/16

(月) 

10/3、10/17、

10/24、10/31、

11/7、11/14、

11/21、11/28、

12/5、12/12、

12/19、12/26、

1/10、1/16

13:00から14:30 14回

『文選』李善注について、様々な諸

本を見比べながら、その成立過程な

どを理解する。

5名程度

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市北門町9丁

目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAで,Eメー

ル,HP、郵

送、FAX

2,000円 北海道教育大学

011-778-0891             011-

778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

31
【北海道教育大学 授業公開

講座】社会学演習Ⅳ

2022/10/03 (月)

から2023/01/23

(月) 

10/3、10/17、

10/24、10/31、

11/7、11/14、

11/21、11/28、

12/5、12/12、

12/19、12/26、

1/10、1/16、

1/23

14:40から16:10
15回

程度

社会科学の専門文献を輪読すること

を通じ、現代社会の諸問題に関する

知識を高め、その解決について考え

る。

3名

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市北門町9丁

目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,その

他（E-

mail、郵送

又はFax)

2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

32 市民生活と法

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週火曜日

13:00から14:30
15回

程度

身近な事例や最新の法的トピックス

を通して、現代社会に暮らすうえで

知っておくべき法知識を修得してい

く。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP,

その他(HP)

1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331/5294

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

33 環境昆虫学

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週月曜日

14:45から16:15
15回

程度

昆虫に関する基礎および応用知識、

昆虫の環境とのかかわりや農畜産に

かかわる諸問題等について講義す

る。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP,

その他(HP)

1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

34 法学（日本国憲法）

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週木曜日

10:30から12:00
15回

程度

憲法を通して現代社会の課題を考え

るための思考力を養う。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP,

その他(HP)

1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

35 日本語表現論

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週木曜日

13:00から14:30
15回

程度

ふだんあまり意識しない言語（日本

語）の本質を、様々な視点から明ら

かにする。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP
1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

36
基盤教育総合Ⅱ（科学の方

法）

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週木曜日

16:30から18:00
15回

程度

科学を学び、科学研究を行うものに

最低限必要な「科学というもの」に

ついての基礎知識を学ぶ。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP
1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

37 食の安全学概論

2022/10/03 (月)

から2023/02/22

(水) 

毎週木曜日

08:45から10:15
15回

程度

学際的な視点から、食の安全をめぐ

る問題、食に関わる危害要因、安全

確保の考え方等について講義する。

帯広畜産大学講義室にて対

面受講、もしくはオンライ

ン受講（Zoom）

2022/08/15 (月)

から2022/09/30

(金)

Eメール,HP
1講座あたり

9,200円

国立大学法人北

海道国立大学機

構　帯広畜産大

学

0155-49-5331

0155-49-5420

gakumu@obihiro.ac.jp

38
秋さけに美容成分？！皮まで

いただきます
2022/10/04 (火) 13:30から15:30 1回

おとなの秋さけ食育講座②　秋さけ

の栄養の話と皮まで使った料理講習

会

先着24

名

札幌エルプラザ2階　食材

研究室(札幌市北区北8条西

3丁目)

開始日：

2022/08/23 (火) 

受付開始日08:45

より受付、先着

順、定員になり次

第締切

電話 無料
公益社団法人

札幌消費者協会
011-728-8300



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

39

【オンライン講座】OOJC

オープンカレッジ　無理なく

できる背骨コンディショニン

グ

2022/10/04 (火) 18:30から20:00 1回

「緩める・矯正する・筋力トレーニ

ング」の3つの体操で不調を改善して

いくプログラムです。

15名

※オンライン※　もしくは

音更町生涯学習センター

（Zoomでの受講環境が整

わない方）(音更町希望が

丘1番地)

2022/06/24 (金)

から2022/09/30

(金) 

6月24日（金）か

ら各講座の2日前

まで（土日祝の場

合はその前日）

FAX,HP,そ

の他(HP)
無料

帯広大谷短期大

学

0155-45-4600(直通)

0155-42-4444(短大)0155-

45-4666(直通)　0155-42-

4499(短大)

40
元日本代表からみたアスリー

トの養成
2022/10/04 (火)

13:30から15:30 

（13：15～受

付）

1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

100名
あすぱる町民活動室(標津

町南1条西5丁目5番3号)

2022/04/01 (金)

から2022/10/04

(火)

はがき,直接

会場,電

話,FAX

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901

41
身近になりつつある地球観測

衛星データでできること

2022/10/04 (火) 

令和4年10月4日

（火）

18:30から20:00 1回

地球観測衛星の目的やリモートセン

シングの仕組みをご説明し、衛星

データでできることを実演します。

30名

北海道情報大学　札幌サテ

ライト教室(札幌市中央区

北3条西7丁目)

2022/09/12 (月)

から2022/09/22

(木)

FAX,Eメー

ル,HP,その

他(往復はが

き)

500円 北海道情報大学

011-385-4427             011-

385-1074

hiukouza@do-

johodai.ac.jp

42
【北海道教育大学 授業公開

講座】生物の科学Ｉ

2022/10/04 (火)

から2022/11/08

(火) 

10/4、10/11、

10/18、10/25、

11/1、11/8

14:40から16:10 6回

様々な“いきもの”の発生過程に見られ

る形づくりに、どのような「共通し

たしくみ」があるのか学習する。

2名

北海道教育大学札幌校（教

室未定）(札幌市北区あい

の里5条3丁目1番5号)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891             011-

778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

43

【北海道教育大学 授業公開

講座】初等（小学校）音楽科

教育法EFG

2022/10/04 (火)

から2023/01/24

(火) 

10/4、10/11、

10/18、10/25、

11/1、11/8、

11/15、11/22、

11/29、12/6、

12/13、12/20、

12/27、1/17、

1/24

13:00から14:30 15回

小学校音楽の内容や教え方を体験す

る学習です。教材として唱歌や鑑賞

曲等を中心に30曲程度に触れます。

5名程度
北海道教育大学旭川校(旭

川市北門町9丁目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

44
【北海道教育大学 授業公開

講座】現代と社会

2022/10/04 (火)

から2023/01/24

(火) 

10/4、10/11、

10/18、10/25、

11/1、11/8、

11/15、11/22、

11/29、12/6、

12/13、12/20、

12/27、1/17、

1/24

09:00から10:30 15回

現代社会の環境問題について、社会

学の観点からのアプローチを通して

考える。

10名

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市)北門町9

丁目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891             011-

778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

45
【北海道教育大学 授業公開

講座】社会調査論

2022/10/04 (火)

から2023/01/24

(火) 

10/4、10/11、

10/18、10/25、

11/1、11/8、

11/15、11/22、

11/29、12/6、

14:40から16:10 15回

社会調査の基礎を学ぶことで、市民

としての批判的視座を養成し、より

的確な社会認識を獲得する。

10名

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市)北門町9

丁目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891            011-

778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

46
【北海道教育大学　授業公開

講座】初等図画工作

2022/10/04 (火)

から2023/01/31

(火) 

10/4、10/11、

10/18、10/25、

11/1、11/8、

11/15、11/29、

12/6、12/13、

12/20、1/10、

1/17、1/24、

1/31

16:20から17:50 15回

「つくりだす喜びを味わう」図画工

作科の授業づくりに向けての基礎的

な理論と技能を身につける。

10名程

度

北海道教育大学函館校（美

術教育第1演習室）(函館

市)八幡町1番2号)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

47

シニア勉強会「増えてきた

「家族信託」の実例と使い

方」

2022/10/05 (水) 10:00から12:00 1

これからの財産管理の選択肢として

知っておきたい「家族信託」その実

例をお話いただきます。

20

札幌市民ホール（カナモト

ホール）第2会議室(札幌市

中央区北1条西1丁目)

2022/09/01 (木)

から2022/10/04

(火)

電話,FAX,E

メール,HP

会員1,000円（会

員以外2,000円）

一般社団法人

ウォームハート

相続札幌　シニ

ア勉強会

011-700-9070

011-700-9075

souzoku.s@warm-

heart.biz

48
「はやぶさ２」が解き明かし

た太陽系の謎と新たな旅
2022/10/05 (水) 18:00から19:30 1

はやぶさ２が小惑星リュウグウから

採取した石により解明された太陽系

の謎、今後の探査計画について紹介

120人
北見市民会館　小ホール

(北見市常盤町2丁目1-10)

2022/08/01 (月)

から2022/10/05

(水)

直接会場,電

話,FAX,E

メール

1000円（北見市

民大学講座全5講

座受講は4000

円）

NPO法人北見文

化連盟

0157-22-0099

0157-22-0099

kitabun@kitami-

cl.ciao.john

49 えべつ市民環境講座第3回 2022/10/05 (水) 14:00から15:30 1回
今が岐路！環境と生活を守るための

エネルギー選択

先着30

名

江別市野幌公民館　研修室

3・4号(江別市野幌町13-6)

開始日：

2022/08/09 (火) 

先着順

電話 無料
江別市役所　環

境課

011-381-1019

011-382-7240

kankyo@city.ebetsu.lg.jp

50

くらしのセミナー第５回

「災害に備えること～白糠町

の取り組みから学ぶ～」≪オ

ンライン配信あり≫

2022/10/05 (水)

13:00から15:00 

アーカイブ配信

10/5 19:00～

10/6 09:00、

10/7 09:00～

10/11 09:00）

7回

北海道付近で起こった巨大地震から

の教訓、心構え、準備物などをシュ

ミレーションCGを交えて学習しま

す。

会場20

名　オン

ライン

100名

北海道立消費生活センター

もしくは※オンライン※

(札幌市中央区北3条西7丁

目)

2022/09/20 (火)

から2022/09/30

(金)

電話,FAX,E

メール(ホー

ムページ申

込フォーム)

無料
北海道立消費生

活センター

011-221-0110

011-221-4210

keihatsu@do-syouhi-c.jp

51
北海道史を学ぶ会　開拓に尽

くした人々⑤ー1
2022/10/05 (水) 13:30から15:30 4回 中山大五郎、岡部卓司 30名

かでる2・7ビル　750会議

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/10/03 (月)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北海道史を学ぶ

会　森山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

52
第3回　きっちり4泳法ナイ

トコース

2022/10/05 (水)

から2022/12/21

(水)

18:30から20:00 10回

背泳ぎ・クロール・平泳ぎを25m程度

泳げる方を対象に、4泳法のスキル

アップを目指します。

15名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/08/31 (水)

から2022/09/28

(水)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

53
第3回　ウォータビクスナイ

ト教室

2022/10/05 (水)

から2022/12/21

(水)

20:00から20:40 10回

音楽に合わせてリズミカルに体を動

かす、水中でのエアロビクス教室で

す。

40名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/08/31 (水)

から2022/09/28

(水)

直接会場 4,500円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7658

pool@zaidan-

hakodate.com

54

【北海道教育大学 授業公開

講座】初等（小学校）音楽科

教育法AH

2022/10/05 (水)

から2023/01/25

(水) 

10/5、10/12、

10/19、10/26、

11/2、11/9、

11/16、11/30、

12/7、12/14、

12/21、1/4、

1/11、1/18、

1/25

09:00から10:30 15回

小学校音楽の内容や教え方を体験す

る学習です。教材として唱歌や鑑賞

曲等を中心に30曲程度に触れます。

5名程度
北海道教育大学旭川校(旭

川市)北門町9丁目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

55
【北海道教育大学 授業公開

講座】日本語学研究法

2022/10/05 (水)

から2023/01/25

(水) 

10/5、10/12、

10/19、10/26、

11/2、11/9、

11/16、11/30、

12/7、12/14、

12/21、1/4、

1/11、1/18、

1/25

14:40から16:10 15回

「私　は／が　学生です」どう違う

でしょうか。日本語学を学び、こと

ばの仕組みについて考えてみません

か。

5人

北海道教育大学旭川校(教

室は未定)(旭川市)北門町9

丁目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,その

他

2,000円 北海道教育大学
011-778-0891011-778-

8376crc@j.hokkyodai.ac.jp

56 湧別町民大学　第2回 2022/10/06 (木) 19:00から20:30 全5回

「最新の国際情勢と日本の選択～ウ

クライナ問題を中心として～」　薮

中　三十二　氏

なし

湧別町文化センターTOM

大ホール(湧別町)中湧別中

町3020番地の1)

2022/08/10 (水)

から2022/11/24

(木)

FAX,Eメー

ル,HP,その

他

1回受講500円　2

回以上受講1,000

円

湧別町民大学実

行委員会

01586-5-3132

01586-5-3710

shakyo@town.yubetsu.lg.j

p

57
円山公園外来植物除去作業ボ

ランティア
2022/10/06 (木) 09:30から11:30

全12

回の

10回

目

円山公園内の外来植物除去作業のボ

ランティアを募集（初めての方大歓

迎）

50名

札幌市円山公園管理事務所

前集合(札幌市中央区宮ヶ

丘3丁目)

随時
電話,FAX,E

メール
無料

一般社団法人

北海道自然保護

協会

011-876-8546

011-211-8465

info@nc-hokkaido.or.jp

58 第２回アイヌ文化 2022/10/07 (金) 09:30から10:30 1回
講師の方をお招きし、アイヌ文化の

解説をしていただきます。
なし

社会教育総合センター(上

富良野町緑町１丁目９番４

号)

終了日：

2022/10/06 (木)

直接会場,電

話
無料

上富良野町教育

委員会

0167-45-5511

0167-45-3100

sha-

kyo@town.kamifurano.lg.j

p

59 近代日本語教科書を読む 2022/10/07 (金) 17:30から19:00 1回

明治期から戦中期にかけて刊行され

た，日本語を母語としない方を対象

とした日本語教科書を読みます。

10名 オンライン(Zoomを使用)

2022/08/01 (月)

から2022/09/26

(月)

その他

(Google

フォームに

て申込受

付）

無料

北海道大学大学

院メディア・コ

ミュニケーショ

ン研究院

011-706-5115

011-706-7801

soumu@imc.hokudai.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

60

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　中国語　い

きいき会話入門～ひとりの発

声を大切にして～

2022/10/07 (金)

から2022/10/28

(金)

18:30から20:00 4回
はじめて中国語を学ぶ方のための講

座
10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はが

き,FAX,E

メール,HP、

その他（窓

口)

1,500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

61

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「古代の日朝関係の

トピックス（1）」

2022/10/07 (金)

から2022/10/28

(金)

13:30から15:00 4回

古代の日朝関係とその交流を示す史

跡をたどり、朝鮮半島が日本に与え

た影響について広く深く考えます。

30名

札幌学院大学　新札幌キャ

ンパス(札幌市厚別区厚別

中央1条5丁目1-1)

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

はが

き,FAX,HP
4,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

62
第5回　市民水泳教室　午後

の部

2022/10/07 (金)

から2022/11/15

(火)

18:30から20:00 10回
水泳初心者の方から、バタフライを

希望する方までを指導いたします。
25名

函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/16 (金)

から2022/09/30

(金)

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

63
第5回　市民水泳教室　午前

の部

2022/10/07 (金)

から2022/11/15

(火)

10:30から12:00 10回
水泳初心者の方から、平泳ぎを希望

する方までを指導いたします。
40名

函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/16 (金)

から2022/09/30

(金)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

64 第5回　市民水泳プラス教室

2022/10/07 (金)

から2022/11/15

(火)

12:00から13:30 10回

クロール・背泳ぎ・平泳ぎを25ｍ以

上泳げる方に3泳法とバタフライを含

め4泳法の泳力向上を目指します。

25名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/16 (金)

から2022/09/30

(金)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

65 第5回　ウォータビクス教室

2022/10/07 (金)

から2022/11/15

(火)

13:30から14:30 10回

音楽に合わせてリズミカルに体を動

かす、水中でのエアロビクス教室で

す。

30名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/16 (金)

から2022/09/30

(金)

直接会場 5,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

66

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　はじめての

川柳

2022/10/07 (金)

から2022/11/25

(金)

13:30から15:00 5回

川柳の普及のため、はじめて川柳を

習う方にもわかりやすい講座を目指

す

10名

苫小牧市文化交流センター

(アイビー・プラザ)　(函館

市本町1丁目6番1号)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はが

き,FAX,E

メール,HP、

その他(窓口)

1875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

67
就職のためのパソコン講座

「エクセル」8回コース

2022/10/07 (金)

から2022/12/02

(金) 

11/4（金）は休み

18:30から20:00 8回

就職を目指す人が、パソコン技術

（エクセル）をじっくりと身につけ

るための少人数制の講座。

6名
函館市女性センター(函館

市

開始日：

2022/09/07 (水)

電話,HP,そ

の他(窓口)
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

68

【北海道教育大学　授業公開

講座】初等（小学校）音楽科

教育法BCD

2022/10/07 (金)

から2023/02/03

(金) 

10/7、10/21、

10/28、11/4、

10:40から12:10 15回

小学校音楽の内容や教え方を体験す

る学習です。教材として唱歌や鑑賞

曲等を中心に30曲程度に触れます。

5名程度

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市北門町9丁

目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,H,その他
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

69 第５回　深川市民公開講座 2022/10/08 (土) 10:00から11:30 １回
演題「中・北空知の野外彫刻（入門

編）」

５０名

（先着

順）

拓殖大学北海道短期大学

101教室(深川市メム4558)

終了日：

2022/10/07 (金) 

事前の参加申込が

必要です。

電話,FAX,E

メール
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.lg

.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

70
間宮林蔵が見た世界～函館に

残る林蔵関係の遺物～
2022/10/08 (土) 0:00 1

間宮林蔵が残した記録から始まった

歴史研究と市立函館博物館などに残

る遺物とその価値について紹介しま

す。

なし
函館大学(函館市高丘町51-

1)

2022/09/23 (金)

から2022/10/07

(金)

電話,FAX,E

メール
無料 函館大学

0138-57-1181

0138-57-10298

soumu@hakodate-u.ac.jp

71

講演会・資料で語る北海道の

歴史（第23回）「近藤重蔵

の蝦夷地　上原熊次郎の江戸

蓑田市二の札幌　～身分と出

世の物語～」

2022/10/08 (土)
14:00から16:00 

受付開始13:30
1回

身分制社会の江戸時代、出世は人々

の行動に大きな影響を与えました。

蝦夷地が舞台の三人のケースを考え

ます

30名

（予定）

北海道立図書館(江別市文

京台東町41)

2022/09/13 (火)

から2022/09/30

(金) 

※定員になり次第

終了

電話

で,FAX,E

メール、ぞ

の多(来館)

無料 北海道立図書館

011-386-852

3011-386-6906

hoppokouza@library.pref.h

okkaido.jp

72

北海学園大学市民公開講座

『世界の言語と文化のモザイ

クを眺める』第1回

2022/10/08 (土) 10:00から12:15 全4回

英語以外の様々な外国語と、それら

が使用されている国・地域の文化に

ついて、理解を深める場を提供しま

す。

50名

北海学園大学　豊平校舎8

号館B42教室(札幌市豊平区

旭町4丁目1番40号)

2022/09/12 (月)

から2022/09/22

(木) 

令和4年9月12日

(月)から9月22日

(木)まで(先着順)

その他(電話

もしくは本

学ホーム

ページで申

込書を請求)

1,000円(全4回

分)
北海学園大学

011-841-1161

011-841-1165

73
元日本代表からみたアスリー

トの養成
2022/10/08 (土) 13:30から15:30 1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

旭川市シニア大学　講義室

(旭川市1条通8丁目108)

2022/05/20 (金)

から2022/10/06

(木)

電話,FAX,E

メール,はが

き,直接会場

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100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

74
美幌博物館講座（自然編）古

梅の森でコケ観察（体験会）
2022/10/08 (土) 09:30から13:00 1回

美幌町古梅地区の森でコケの観察を

します。
8名

美幌町古梅地区(美幌町字

古梅)

2022/09/01 (木)

から2022/10/05

(水)

電話 100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.hok

kaido.jp

75

【北海道教育大学 一般公開

講座】小学生スポーツ体験講

座

2022/10/08 (土)

から2022/11/19

(土) 

10月8日（土）、

10月15日（土）、

10月22日（土）、

11月12日（土）、

11月19日（土）

10:00から12:00 5回
小学生を対象とした様々なスポーツ

の基礎を体験的に学習します。
15名

北海道教育大学釧路校（体

育館）(釧路市城山1丁目15

番55号)

2022/09/01 (木)

から2022/09/22

(木)

FAX,Eメー

ル,HP
3,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-

somu@j.hokkyodai.ac.jp

76 第3回　専科コース

2022/10/08 (土)

から2022/12/17

(土)

12:00から13:30 10回

背泳ぎ・クロールを25ｍ以上泳げる

方向けに、主に平泳ぎ・バタフライ

を基礎から指導いたします。

30名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/10 (土)

から2022/10/01

(土)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

77
第3回　サタディナイトコー

ス

2022/10/08 (土)

から2023/01/07

(土)

19:30から20:40 10回

水泳初心者からを対象に、背泳ぎ・

クロール・平泳ぎの習得とバタフラ

イの初歩までの4泳法を指導します。

30名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/10 (土)

から2022/10/01

(土)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

78

アカデミック・カフェ（気軽

に学べる講演会）「村上春

樹・物語の軌跡 ?『風の歌を

聴け』から『騎士団? 殺し』

まで ?」

2022/10/09 (日) 13:15から14:30 １回

村上春樹の作品の解説を交えなが

ら、村上の物語が自らを何と接続し

ようとしたかを考えてみましょう。

30名

とかちプラザ・３０４室

(帯広市西4条南13丁目1番

地)

2022/08/26 (金)

から2022/10/08

(土)

電話,Eメー

ル
無料

放送大学北海道

学習センター

011-736-6318

housouhokkaido@gmail.co

m



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

79

【北海道教育大学一般公開講

座】英語はメロディーに乗せ

て（ポップス音楽の詩の世

界）

2022/10/09 (日)

から2022/11/27

(日) 

10月9日（日）、

11月6日（日）、

11月27日（日）

10:00から12:00 3回

60～80年代等のポップス音楽を聞き

ながら、英語の詩の世界を味わって

みましょう。

20名

北海道教育大学札幌校駅前

サテライト（教室1）(札幌

市中央区北5条西5丁目7)

2022/08/29 (月)

から2022/09/15

(木)

FAX,Eメー

ル,はがき
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

80
新渡戸遠友館（仮称）建設支

援　「連続講座」（4）
2022/10/11 (火)

13:30から15:30 

開場13:00
1回

「北海道ワイン・現在と未来」?北海

道のワインと大学の関わりについて

解説します?

40名
愛生舘サロン(札幌市中央

区南1条西5丁目8番地)

前日までか、当日

会場で

電話,FAX,E

メール,HP,

はがき,直接

会場

1,000円（道民カ

レッジ生/学生は

500円）

一般社団法人

新渡戸稲造と札

幌遠友夜学校を

考える会

011-577-1441

011-241-1150

info@nitobe-enyu.org

81
アンガーマネジメント講座

（初心者編）
2022/10/11 (火) 18:30から20:00 1回

アンガーマネジメントを初めて学ぶ

方向けの内容となります。
20名

キャリアバンク札幌スキル

アップセンター(札幌市中

央区北5条西5丁目7番地)

随時受付
電話,FAX,E

メール,HP
1回3,300円

キャリアバンク

札幌スキルアッ

プセンター

011-252-5740

011-207-6541

nlp@cb-school.com

82

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「The Sustainable

Development Goals in

English」

2022/10/11 (火)

から2022/12/27

(火)

13:30から15:00 12回
ある程度日常英会話を学んだ人が対

象です。
20名

札幌学院大学　新札幌キャ

ンパス(札幌市厚別区厚別

中央1条5丁目1-1)

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

はがき,FA

で,HP
18,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

83

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　冬こそ健康

ウォーキング～仲間と一緒に

歩きませんか～

2022/10/11 (火)

から2023/02/28

(火)

09:30から11:30 10回

テーマごとにワンポイントレッスン

を行い、実践で1時間30分くらい

ウォーキングします。

20名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き

2,500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

84
家族の健康のために からだ

に優しい料理（秋）
2022/10/12 (水) 10:00から12:00 1回

家族の健康な身体作りのため、身体

に良いとされる料理を季節ごとに学

ぶ。

12名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/09/12 (月)

電話,HP,そ

の他(窓口受

付)

材料費　1,200円
函館市女性セン

ター

138234188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

85
「五七五・三兄弟」（俳句・

川柳・標語）
2022/10/12 (水) 18:00から19:30 1回

五七五の短詩文芸を「俳句・川柳・

標語」という三つのジャンルに分

け、それぞれの特徴と魅力を解説し

ます。

120人
北見市民会館小ホール(北

見市常盤町2丁目1-10)

2022/08/01 (月)

から2022/10/12

(水)

電話,FAX,E

メール,直接

会場

1，000円（北見

市民大学講座全

５講座受講は

4,000円）

NPO法人北見文

化連盟

0157-22-0099

0157-22-0099

kitabun@kitami-cl.ciao.jp

86
北海道史を学ぶ会　開拓に尽

くした人々⑤ー2
2022/10/12 (水) 13:30から15:30 4回 伊藤亀太郎、杉崎郡作 30名

かでる2・7ビル　750会議

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/10/10 (月)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北海道史を学ぶ

会　森山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

87

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「ヨーロッパとは何

か、その歴史的要素」

2022/10/13 (木)

から2022/10/27

(木)

13:30から15:00 3回

ヨーロッパの歴史的重大要素である

古代ローマ帝国、キリスト教会の成

立、ゲルマン民族他を解説します。

30名

札幌学院大学　新札幌キャ

ンパス(札幌市厚別区厚別

中央1条5丁目1-1)

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

FAX,HP,は

がき
3,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

88
第5回　ゆっくりゆっくり水

泳教室

2022/10/13 (木)

から2022/11/21

(月)

13:30から14:30 10回

水泳初心者の方に、水中での基本動

作から背泳ぎ・クロールの初歩まで

をゆっくり指導いたします。

20名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/26 (月)

から2022/10/06

(木)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

89
第5回　水中ウォーキング教

室　昼の部

2022/10/13 (木)

から2022/11/21

(月)

12:00から13:15 10回

顔をつけることなく水中を歩いた

り、ゲームをしたり、水遊び感覚で

楽しんでいただける教室です。

50名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/26 (月)

から2022/10/06

(木)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

90
第3回　水中ウォーキング教

室　夜の部

2022/10/13 (木)

から2022/12/22

(木)

18:30から19:45 10回

顔をつけることなく水中を歩いた

り、ゲームをしたり、水遊び感覚で

楽しんでいただける教室です。

20名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/08 (木)

から2022/09/29

(木)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

91

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　肩こり・腰

痛　指ヨガセルフケア講座

2022/10/14 (金)

から2022/10/21

(金)

10:00から11:30 2回
体の不調の改善を目指し、手のツボ

の位置や押し方を学ぶ
10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(窓

口)

750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

92
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第1回
2022/10/15 (土) 14:00から16:00 6回

「高齢者に起こりやすい意識障害゛

せん妄”って知っていますか？～コロ

ナ病棟の現場から」と題した講座で

す

50名

※オンライン※（zoom）

による講座です。受講者に

は講座2日前に資料および

zoomURLをメールにてご

連絡いたします。

終了日：

2022/10/07 (金)

その他(本学

指定のURL

にアクセス

し、申込

フォームよ

り手続き)

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

93

変動する地球：日本海東縁の

地震帯?迫り来る地震への備

え?

2022/10/15 (土) 13:30から15:30 1回

北海道南西沖地震などを起こした日

本海東縁地震帯について、地震の歴

史や被害、防災の必要性を解説す

る。

35名

かでる2・7　1050会議室

(札幌市中央区北2条西7丁

目)

2022/09/17 (土)

から2022/10/12

(水)

電話,Eメー

ル

1,000円（高校生

500円）

特定非営利活動

法人　北海道総

合地質学研究セ

ンター

080-5830-2016

office@hrcg.jp

94

公立はこだて未来大学 公開

講座「ロボットとしてのド

ローン」

2022/10/15 (土) 10:30から12:00 1回

ドローンの「現在」と「リアル」

を、実際の研究事例を通して体系的

に解説します。

100名 オンライン（Zoom）

2022/07/25 (月)

から2022/10/15

(土)

HP,その他

(Webフォー

ムへの登録)

無料

公立大学法人公

立はこだて未来

大学

0138-34-6411

0138-34-6564

col@fun.ac.jp

95
博物館講座「『アイヌ史研

究』を研究する」
2022/10/15 (土) 14:00から16:00 1回

従来１３世紀以降とされてきたアイ

ヌ文化について、より幅広く 

アイヌ史」をとらえる試みを紹介し

ます。

未定
帯広百年記念館　2号室(帯

広市緑ヶ丘2番地)
未定

電話(先着５

０名)
無料 帯広百年記念館

0155-24-5352

0155-24-5357

museum@city.obihiro.hokk

aido.jp

96
第36回北方民族文化シンポ

ジウム網走

2022/10/15 (土)

から2022/10/16

(日)

09:00から16:00 

各日
1回

北方諸民族文化における伝統的な

ジェンダーのあり方やその歴史的変

遷、現状と課題を検討します。

オホーツク・文化交流セン

ター（※オンラインは

Zoom）(網走市北2条西3丁

目)

終了日：

2022/10/15 (土)

電話,FAX,E

メール
無料

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

97 遊Canイングリッシュ

2022/10/15 (土)

から2022/10/16

(日)

１日13:30～2日

12:00　受付

13:00

1回

英語や海外の文化に触れることで多

様な価値観をもつきっかけとしま

す。

1515名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル深川(深川

市音江町2丁目7番1号)

2022/09/12 (月)

から2022/09/25

(日)

その

他,HP(QR

コード)

3,500円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル深川

0164-25-2059

98

シニアライフのレクリェー

ション　樹齢３００年の木々

を訪ねよう！

2022/10/16 (日) 13:30から15:30 1回

いつまでも若々しく過ごせるよう、

体を動かし、楽しい出会いの場に参

加しませんか？

20名
真駒内公園（地下鉄真駒内

駅集合）(札幌市

終了日：

2022/10/12 (水) 

定員になり次第締

め切り

電話,FAX 300円
札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

99

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　［あいボラ

企画］高校生が考えた講座

「大切な我が身をプロテクト

転ばぬ先の護身術」

2022/10/16 (日) 

予備日　10/23
10:00から11:30 1回

もしもの時のために、力に頼らない

身の守り方を知っておきます。
20名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はが

き,FAX,E

メー

ル,HP(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

100

【オンライン講座】OOJC

オープンカレッジ　進化する

ピアノ～楽器と作品の発展の

歴史～

2022/10/17 (月) 18:30から20:00 1回

ピアノが生まれた当時と現在のもの

は音域も音色も大きく違います。楽

器の発展とピアノ作品を解説しま

す。

15名

※オンライン※　もしくは

音更町生涯学習センター

（Zoomでの受講環境が整

わない方）(音更町希望が

丘1番地)

2022/06/24 (金)

から2022/10/13

(木) 

6月24日(金)から各

講座の2日前まで

（土日祝の場合は

その前日）

FAX,HP 無料
帯広大谷短期大

学

0155-45-4600(直通)

0155-42-4444(短大)

0155-45-4666(直通)

0155-42-4499(短大)

101 第3回　市民水泳50教室

2022/10/17 (月)

から2023/01/16

(月)

12:00から13:15 10回

25ｍ程度泳げる方！50ｍプールを指

導員に見守られながら泳いでみませ

んか！

20名
函館市民プール(函館市)千

代台町22-25)

2022/09/05 (月)

から2022/10/03

(月)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

102
時計台サロン　農学部に聞い

てみよう
2022/10/18 (火) 18:00から20:00 1回

「農学部に聞いてみよう」をメイン

テーマに、毎回異なるテーマ・講演

者で、市民・学生を対象とした講演

会。

制限なし

（オンラ

インの場

合は先着

100名）

札幌時計台（もしくはオン

ライン）(札幌市中央区北1

条西2丁目)

未定

直接会場,そ

の他(オンラ

イン)

無料

北海道大学農

学・食資源学事

務部

011-706-2506

011-706-2888

shomu@agr.hokudai.ac.jp

103 人工知能の過去・現在・未来

2022/10/18 (火) 

令和4年10月18日

（火）

18:30から20:00 

18:30から20:00
1回

本講座では，人工知能の歴史，現在

の姿，そして人工知能と共に生きる

未来について概観します。

30名

北海道情報大学　札幌サテ

ライト教室(札幌市中央区

北3条西7丁目)

2022/09/26 (月)

から2022/10/07

(金) 

令和4年9月26日

（月）～10月7日

（金）

FAX,Eメー

ル,HP,その

他(往復はが

き)

500円 北海道情報大学

011-385-4427

011-385-1074

hiukouza@do-

johodai.ac.jp

104
時代に逆行した映像制作～台

本の無い映像追及
2022/10/19 (水) 18:00から19:30 1

時間をかけて自然や物・人と向き合

い、本質を表現してきた映像作家の

山崎一氏が映像を交えてお話します

120人
北見市民会館　小ホール

(北見市常盤町2丁目1-10)

2022/08/01 (月)

から2022/10/19

(水)

電話,FAX,E

メール,直接

会場

1000円（北見市

民大学講座全5講

座受講は4000

円）

NPO法人北見文

化連盟

0157-22-0099

0157-22-0099

kitabun@kitami-cl.ciao.jp

105 えべつ市民環境講座第４回 2022/10/19 (水) 14:00から15:30 1回 知られざる野性生物の生態
先着30

名

江別市野幌公民館　研修室

3・4号(江別市野幌町13-6)

開始日：

2022/08/09 (火) 

先着順

電話 無料
江別市役所　環

境課

011-381-1019

011-382-7240

kankyo@city.ebetsu.lg.jp

106
北海道史を学ぶ会　開拓に尽

くした人々⑤ー3
2022/10/19 (水) 13:30から15:30 全4回 高江常男、南雲総次郎 30名

かでる2・7ビル　750会議

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/10/17 (月)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北海道史を学ぶ

会　森山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947
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107

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　心理カウン

セラーの幸せ家族のつくり方

講座～会話術入門編～

2022/10/19 (水)

から2022/11/02

(水)

13:30から15:00 3回

心理カウンセラーが、家族の問題に

悩む全世代の皆さんに、家族が本音

を語り合える関係性を作る秘訣を教

える

10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(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

108
第3回　ゆっくり4泳法マス

ターコース

2022/10/19 (水)

から2022/12/28

(水)

12:00から13:30 10回

クロール・背泳ぎを25ｍ泳げる方向

けに、平泳ぎ・バタフライの初歩ま

での4泳法を指導いたします。

20名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/07 (水)

から2022/10/05

(水)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

109
【北海道教育大学　授業公開

講座】音楽教育学概説Ⅱ

2022/10/19 (水)

から2023/01/25

(水) 

10/19、10/26、

11/2、11/9、

14:40から16:10 13回

大学１年生の授業です。前期の理論

編（概説１）を受けて、各内容や方

法を体験する学習です。

5名程度

北海道教育大学旭川校（教

室未定）(旭川市北門町9丁

目)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,その

他

2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

110
北の歴史塾⑤　北海道暮らし

のルーツ
2022/10/20 (木) 13:30から15:30 10回 大千軒岳とキリシタン、教育、新聞 60名

かでる2・7ビル　730研修

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/10/18 (火)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北の歴史塾　森

山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

111

乳製品セミナー「牛乳乳製品

をめぐる状況～生乳の抑制や

需給の仕組み～

2022/10/21 (金) 13:30から15:30 １回

生乳の需給や国内流通の現状につい

ての講話と乳製品をたっぷり使った

料理実習と試食

24名

札幌エルプラザ２階　食材

研究室(札幌市北区北８条

西３丁目)

開始日：

2022/09/21 (水) 

受付開始日8：45

～より受付、先着

順、定員になり次

第締切

電話,FAX 無料
公益社団法人

札幌消費者協会

011-728-8300

011-728-8301

ssk003@sapporo-

shohisha.or.jp

112
円山公園外来植物除去作業ボ

ランティア
2022/10/21 (金) 09:30から11:30

12回

の11

回目

円山公園内の外来植物除去作業のボ

ランティアを募集（初めての方大歓

迎）

50名

札幌市円山公園管理事務所

前集合(札幌市中央区宮ヶ

丘3丁目)

随時
電話,FAX,E

メール
無料

一般社団法人

北海道自然保護

協会

011-876-8546

011-211-8465

info@nc-hokkaido.or.jp

113 北海道産ワインの魅力 2022/10/21 (金)

13:30から15:30 

（13：15～受

付）

1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

100名

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)

2022/05/20 (金)

から2022/10/21

(金)

電話,FAX,E

メール,はが

き,直接会場

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100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

114
苫小牧歩こう会　錦大沼、小

沼ウオーク（11kmコース）
2022/10/22 (土)

開始時刻：

09:30
1回 理想郷神社跡、錦小沼周遊 なし 北星公園 当日参加可

会員無料　非会

員200円
苫小牧歩こう会

0144-74-3181

nkgwa4@maroon.plala.or.j

p

115
苫小牧歩こう会　錦大沼、小

沼ウオーク（9kmコース）
2022/10/22 (土)

開始時刻：

09:30
1回 理想郷神社跡、錦小沼周遊 なし 北星公園 当日参加可

会員無料　非会

員200円
苫小牧歩こう会

0144-74-3181

nkgwa4@maroon.plala.or.j

p

116
札幌保健医療大学【第14回

公開講座】
2022/10/22 (土) 14:00から15:30 1回 心を育む暮らしと食事 40名

紀伊國屋書店札幌本店(札

幌市中央区北5条西5丁目7)

2022/08/26 (金)

から2022/10/22

(土)

電話,FAX,E

メール,直接

会場

無料
札幌保健医療大

学

011-792-3350

011-792-3358

j-nagamori@sapporo-

hokeniryou-u.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

117

旭川ウェルビーイング・コン

ソーシアム，旭川市教育委員

会共催：あさひかわオープン

カレッジ(5)

2022/10/22 (土) 13:30から15:30 1回
三浦綾子記念文学館／その建築と環

境
30名

シニア大学講座室(旭川市1

条通8丁目)

開始日：

2022/09/01 (木) 

10:00から受付開

始

電話,FAX,E

メール,直接

会場

資料代500円(学

生・生徒は無料)

一般社団法人

旭川ウェルビー

イング・コン

ソーシアム

0166-26-0338

0166-26-0338

awbcsns2013@gmail.com

118

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「これからの世界経

済の展望とマネープラン」

2022/10/22 (土)

10:00から15:00 

第1回　10：00

～12：00，第2

回　13：00～

15：00

2回

世界経済と日本経済の定点観測を通

じ、堅実なマネープラランを生活者

目線で実行できるよう解説します。

100名

札幌学院大学　新札幌キャ

ンパス(札幌市厚別区厚別

中央1条5丁目1-1)

はが

き,FAX,HP
2,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

119

北海学園大学市民公開講座

『世界の言語と文化のモザイ

クを眺める』第2回

2022/10/22 (土) 10:00から12:15 4回

英語以外の様々な外国語と、それら

が使用されている国・地域の文化に

ついて、理解を深める場を提供しま

す。

50名

北海学園大学　豊平校舎8

号館B42教室(札幌市豊平区

旭町4丁目1番40号)

2022/09/12 (月)

から2022/09/22

(木) 

令和4年9月12日

(月)から9月22日

(木)まで(先着順)

その他(電話

もしくは本

学ホーム

ページで申

込書）

1,000円(全4回

分)
北海学園大学

011-841-1161

011-841-1165

120

公立はこだて未来大学 公開

講座「非規格材を建築に転用

するためのデジタルファブリ

ケーション」

2022/10/22 (土) 10:30から12:00 1回

レーザーカッターや3次元プリンタを

活用したデジタルファブリケーショ

ンに関する研究や事例を紹介する。

100名 オンライン（Zoom）

2022/07/25 (月)

から2022/10/22

(土)

その

他,HP(Web

フォームへ

の登録)

無料

公立大学法人公

立はこだて未来

大学

0138-34-6411

0138-34-6564

col@fun.ac.jp

121
気球・鳥のモビールの飾りの

作成講習会
2022/10/22 (土) 13:30から15:30 1回

色画用紙を使い、ゆらゆら揺れる気

球や鳥を作ります。

20名程

度

社会福祉総合センター　3

階第3会議室(札幌市中央区

大通西19丁目1-1)

終了日：

2022/10/21 (金)
電話,FAX 500円

札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

yukimikiwaiwai@outlook.j

p

122

縄文から弥生へ3「近畿にお

ける縄文文化から弥生文化」

令和4年度連続講座・講演会

（秋季講演会）

2022/10/22 (土) 13:30から15:30 1回

近年の研究で明らかになってきた、

近畿地方での縄文文化から弥生文化

への変化についてお話しいただきま

す。

66名

北海道立埋蔵文化財セン

ター研修室(江別市西野幌

685-1)

2022/09/22 (木)

から2022/10/21

(金) 

定員になり次第締

切

電話 無料

公益財団法人北

海道埋蔵文化財

センター

011-386-3231

011-386-3238

mail@domaibun.or.jp

123

美幌博物館講座（自然編）

ポータブル魚道を使ってみよ

う（体験会）

2022/10/22 (土) 10:00から12:00 1回
ポータブル魚道の使い方を学びま

す。
25名 美幌町内豊幌川(美幌町

2022/10/01 (土)

から2022/10/19

(水)

電話 100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.hok

kaido.jp

124 ハロウィンパーティー

2022/10/22 (土)

から2022/10/23

(日)

１日13:30～2日

11:30　受付

13:00

1回
海外の文化に触れることで国外につ

いて興味をもつ機会とします。
50名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル深川(深川

市音江町2丁目7番1号)

2022/09/17 (土)

から2022/09/25

(日)

HP(QRコー

ド)
3,700円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル深川

0164-25-2059

125
【北海道教育大学 一般公開

講座】バック転教室

2022/10/22 (土)

から2022/12/03

(土) 

10月22日（土）、

10月29日（土）、

11月19日（土）、

12月3日（土）

16:00から18:00 4回

バック転の段階的練習法をスポーツ

運動学の観点からオーダーメイド方

式で学びます。

6名

北海道教育大学釧路校（体

育館）(釧路市城山1丁目15

番55号)

2022/09/01 (木)

から2022/09/22

(木)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-

somu@j.hokkyodai.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

126
第4回　少年少女わんぱく水

泳教室

2022/10/22 (土)

から2022/12/17

(土)

第1部13:30から

14:30  第2部

14:30から15:30

13回

初めて水に入る児童から、平泳ぎを

希望する児童までをコース別に指導

いたします。

各50名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/10/01 (土)

から2022/10/15

(土)

直接会場 3,900円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

127
ボタニカルキャンドルづくり

体験会
2022/10/23 (日) 10:00から12:00 1回

四季の杜のドライフラワーなどを

使ってキャンドルを作る。
20名

北海道立道南四季の杜公園

(函館市亀田中野町199-2)

2022/09/23 (金)

から2022/10/22

(土) 

申込多数の場合は

抽選（抽選日10月

7日）

電話,その他

(窓口)
1,500円

北海道立道南四

季の杜公園

0138-34-3888

0138-47-8077

shikinomori@hakodate-

jts-kosya.jp

128

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　物忘れ予防

教室

2022/10/23 (日)

から2022/11/06

(日)

10:30から12:00 3回 物忘れの予防法を学ぶ講座 10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(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

129
第3回　少年少女4泳法マス

ターコース

2022/10/23 (日)

から2023/01/22

(日)

10:30から11:45 10回

小学3年生から中学3年生までを対象

にバタフライを含めた4泳法を総合的

に指導いたします。

20名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/09/11 (日)

から2022/10/09

(日)

直接会場 3,000円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

130

【北海道教育大学　授業公開

講座】地学基礎演習：ピン

ホール式プラネタリウム

「HUE STAR Kushiro DX」

の製作

2022/10/24 (月)

から2022/10/31

(月) 

10/24、10/31

16:20から17:50 2回

地学教材開発の一環として、ピン

ホール式プラネタリウムの原理を学

び、製作してみませんか？

5名

北海道教育大学釧路校

（B508地学学生実験室）

(釧路市城山1丁目15番55

号)

2022/08/29 (月)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

131
第5回　きっちり4泳法マス

ターコース

2022/10/24 (月)

から2022/11/30

(水)

10:30から12:00 10回

背泳ぎ・クロール・平泳ぎを25m程度

泳げる方を対象に、4泳法のスキル

アップを目指します。

30名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/10/03 (月)

から2022/10/19

(水)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

132

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「人間関係と「深層

演技」／人間関係の成り立ち

を探る」

2022/10/24 (月)

から2023/02/28

(火)

00:00 

90分程度の動画

講座2コマ

2コマ

ホントでないがウソでもない自己を

演ずることの意味を臨床心理学の枠

のなかで検討します。

なし ※オンライン※

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

はが

き,FAX,HP
2,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

133

第34回労文協リレー講座

（全6回）１回目　人権回復

を目指した碑－アイヌ民族の

場合－

2022/10/26 (水) 18:00から20:00 1回

北海道各地に存在するアイヌ民族の

碑の中で、最近人権回復を目指した

碑が目立つようになった。なぜか。

なし

北海道自治労会館及びオン

ライン講座（Zoom開催）

(札幌市北区北6条西7丁目)

未定

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール,HP

6回券3,000円

当日700円

一般社団法人北

海道労働文化協

会

011-261-0020

011-261-0021

roubunkyou@ace.ocn.ne.j

p

134 湧別町民大学　第3回 2022/10/26 (水) 19:00から20:30 5回

「子育ての村ができた！～子育ての

困りごとを解決するために～」　北

川　聡子　氏

なし

湧別町文化センターTOM

大ホール(湧別町中湧別中

町3020番地の1)

2022/08/10 (水)

から2022/11/24

(木)

電話,FAX,E

メール,HP

1回受講500円　2

回以上受講1,000

円

湧別町民大学実

行委員会

01586-5-3132

01586-5-3710

shakyo@town.yubetsu.lg.j

p

135

令和４年度るもい文化遺産の

再発見事業　郷土学習講座

「留萌のニシン漁～佐賀家漁

場を中心に～」

2022/10/26 (水) 18:30から20:00 1回

郷土の自然・文化に対する認識を深

めると共に、郷土愛を高め、留萌観

光のコンシェルジュの養成を行う。

20名

留萌市海のふるさと館　２

階会議室(留萌市大町2丁

目)

開始日：

2022/06/01 (水) 

定員になり次第締

切

電話 無料
留萌市海のふる

さと館
0164-43-6677



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

136
北海道史を学ぶ会　開拓に尽

くした人々⑤ー4
2022/10/26 (水) 13:30から15:30 4回 滝止士、カボチャ団体 30名

かでる2・7ビル　750会議

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/10/24 (月)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北海道史を学ぶ

会　森山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

137
いきいき大学　木工作【午後

の部】
2022/10/27 (木) 13:30から15:30 1

今回は引き出し付き本立てを作りま

す。
6名

稚内市生涯学習総合支援セ

ンター（風～るわっかな

い）(稚内市

2022/09/08 (木)

から2022/10/01

(土)

電話 1,000円

稚内市教育委員

会　稚内市生涯

学習総合支援セ

ンター

0162-33-2301

0162-73-1556

kaze-

ru@city.wakkanai.lg.jp

138
いきいき大学　木工作【午前

の部】
2022/10/27 (木) 10:00から12:00 1

今回は引き出し付き本立てを作りま

す。
6名

稚内市生涯学習総合支援セ

ンター（風～るわっかな

い）(稚内市

2022/09/08 (木)

から2022/10/01

(土)

電話 1,000円

稚内市教育委員

会　稚内市生涯

学習総合支援セ

ンター

0162-33-2301

0162-73-1556

kaze-

ru@city.wakkanai.lg.jp

139 北海道産ワインの魅力 2022/10/28 (金)

13:30から15:30 

（13：15～受

付）

1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

100名
あすぱる町民活動室(標津

町南1条西5丁目5番3号)

2022/04/01 (金)

から2022/10/28

(金)

電話,FAX,は

がき,直接会

場

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901

140 フィンランド語会話教室 2022/10/29 (土) 13:00～17:00 1回

フィンランド語の基礎を学ぶととも

に、フィンランド人との交流を図

る。

20名

旭川市市民活動センター

（COCODE）(旭川市宮前1

条3丁目)

終了日：

2022/10/22 (土)

FAX,Eメー

ル
1,000円

旭川フィンラン

ド協会

0166-57-8020

0166-57-8020

suomi.asahikawa@gmail.c

om

141

日本医療大学 生涯学習講座

「お薬との上手な付き合い

方」

2022/10/29 (土) 10:00から11:30 1回

お薬と上手に付き合う方法について

学びます。 

看護学科　宮本　篤　先生による講

演です。

20名
月寒公民館(札幌市豊平区

月寒中央通7丁目)

2022/09/01 (木)

から2022/10/29

(土)

電話,FAX,E

メール,HP,

はがき,直接

会場

無料 日本医療大学

011-351-6100

011-351-6160

kouza@jhu.ac.jp

142
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第2回
2022/10/29 (土) 14:00から16:00 6回

「誤嚥予防と栄養管理について～美

味しく食べ続けるために今からでき

ること～」と題した講座です。

50名

※オンライン※（zoom）

による講座です。受講者に

は講座2日前に資料および

zoomURLをメールにてご

連絡いたします。

終了日：

2022/10/24 (月)

その他(本学

指定のURL

にアクセス)

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

143

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「「こころ」の持続

可能性をひらく」

2022/10/29 (土) 13:30から15:00 1回

村上春樹や宮崎駿のアニメ作品から

思春期の心に焦点を当て、「ここ

ろ」の持続可能性について考えま

す。

zoomウェビナーを使用し

た※オンライン※

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

HP 無料
札幌学院大学社

会連携センター

011-386-811

1011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

144 思いやりを伝えるマナー講座 2022/10/29 (土) 13:00から15:00 1回

日常生活のマナーにおいて、少しの

思いやりでグッと接し方が違ってき

ます。

30名
旭川市シニア大学　講座室

(旭川市1条通8丁目)

開始日：

2022/09/20 (火)

直接会場,電

話
無料

旭川市シニア大

学
0166-25-0022

145

フィールド講座　「酪農学園

大学　秋の自然観察会～植物

たちの冬支度を知ろう～」

2022/10/29 (土) 10:00から12:00 1回
秋の構内を歩きながら冬芽や果実、

種子の形態観察を行います。

15名

（受講申

込者が定

員を超え

る場合は

酪農学園大学(江別市文京

台緑町582番地)

2022/04/01 (金)

から2022/10/07

(金)

電話,FAX,E

メール,HP,

はがき

無料
酪農学園　社会

連携センター

011-388-4131

011-387-2805

rg-ext@rakuno.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

146 縄文人に挑戦！ 2022/10/29 (土) 13:30から15:30 1回
縄文人の造形から縄文人の心を読み

解く、大人向け体験講座。
20名

北海道立埋蔵文化財セン

ター研修室(江別市西野幌

685-1)

2022/09/29 (木)

から2022/10/28

(金) 

定員になり次第締

切

電話 無料

公益財団法人北

海道埋蔵文化財

センター

011-386-3231

011-386-3238

mail@domaibun.or.jp

147 ハロウィンパーティー

2022/10/29 (土)

から2022/10/30

(日)

00:00 

１日13:30～2日

12:00　受付

13:00

1回
海外の文化に触れることで国外につ

いて興味をもつ機会とします。

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル深川(深川

市音江町2丁目7番1号)

2022/09/17 (土)

から2022/09/25

(日)

HP,その他

(QRコード)
3,700円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル深川

0164-25-2059

148
【北海道教育大学一般公開講

座】日常生活の心理学

2022/10/29 (土)

から2022/11/12

(土) 

10月29日（土）

（10:30～

14:30）、11月5日

（土）（10:30～

12:00）、11月12

日（土）（10:30

～14:30）

10:30から14:30 

10月29日と11

月12日は2部構

成で、12:00～

13:00の休憩を

含みます。11月

5日は午前のみ

です。

3回
日常生活にみる様々な現象を心理学

の立場から解説します。
40名

北海道教育大学札幌校（講

義棟308教室）(札幌市北区

あいの里5条3丁目1番5号)

2022/09/01 (木)

から2022/09/30

(金)

FAX,Eメー

ル,はがき
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

149

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　［あいボラ

企画］高校生が考えた講座

「ALTの先生が教える楽しい

英会話講座with苫南生」」

2022/10/29 (土)

から2023/01/07

(土)

10:30から11:30 3回
外国の方と交流することで異文化理

解を深める
10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(窓

口)

750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

150 アイヌ刺繍講習会 2022/10/30 (日) 13:00から16:00 1回

アイヌ文化伝承者の西田香代子氏を

講師に、アイヌ刺繍のチヂリの技法

を学びブックカバーを作ります。

12名

北海道立北方民族博物館

講堂(網走市字潮見309番地

1)

終了日：

2022/10/29 (土)

電話,FAX,E

メール
200円（材料費）

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

151

乳製品セミナー「牛乳をたっ

ぷり使って北海道酪農を応

援！～あなたの健康もアップ

～」

2022/11/01 (火) 13:30から15:30 １回

乳製品には良質なたんぱく質やカル

シウムが含まれています。牛乳を

たっぷり使った料理実習と試食で

す。

24名

札幌エルプラザ２階　食材

研究室(札幌市北区北８条

西３丁目)

開始日：

2022/09/21 (水) 

受付開始日8：45

～より受付、先着

順、定員になり次

第締切

電話,FAX 無料
公益社団法人

札幌消費者協会

011-728-8300

011-728-8301

ssk003@sapporo-

shohisha.or.jp

152

ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　北海道情報大学

②

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：銀河のレシピ -隠し味はブ

ラックホール-
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

153

ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　北海道情報大学

①

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：人工衛星やドローンが活躍

するスマート農業の最前線
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

154
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　札幌学院大学②

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：対雁の樺太アイヌと札幌農

学校
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

155
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　札幌学院大学①

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：最近の経済ニュースを読み

解く
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

156
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　北翔大学②

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：子育て家族の貧困と孤立－

アンケート調査の結果から－
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

157
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　北翔大学①

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

全8講

座
テーマ：「家族」と貧困 なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

158
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　酪農学園大学②

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：我が国の食生活と食肉生産

について
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

159
ーえべつ市民カレッジーふる

さと江別塾　酪農学園大学①

2022/11/01 (火)

から2023/01/31

(火)

00:00 

1時間程度の動

画

8講座
テーマ：国内酪農の持続性と飼料～

国際情勢と牛乳の意外な関係～
なし ※オンライン※

2022/10/01 (土)

から2022/10/17

(月)

その他(申し

込みフォー

ムから）

無料
江別市教育委員

会

011-381-1062

011-382-3434

shogaigakushu@city.ebets

u.lg.jp

160

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　かわいいリ

ボンリース作りませんか

2022/11/03 (木) 10:00から12:00 1回
世界に一つだけのリボンリースを１

回で完成させる
10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はが

き,FAX,E

メー

ル,HP(窓口)

500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

161
第39回北海道生涯学習研究

集会
2022/11/03 (木) 10:00から16:30 1回

テーマ　「少子高齢社会の社会参加

と地域社会のつくり方　～社会教育

のはたす役割を考える～　」

なし

オンライン（zoom）、北

海道科学大学サテライト

キャンパス(札幌市中央区

北3条東1丁目)

2022/07/27 (水)

から2022/10/20

(木)

電話,Eメー

ル,HP,
無料

日本生涯教育学

会北海道支部

011-632-1236

ksasaki28@jcom.zaq.ne.jp

162
円山公園外来植物除去作業ボ

ランティア
2022/11/03 (木) 09:30から11:30

12回

の12

回目

円山公園内の外来植物除去作業のボ

ランティアを募集（初めての方大歓

迎）

50名

札幌市円山公園管理事務所

前集合(札幌市中央区宮ヶ

丘3丁目)

随時
電話,FAX,E

メール
無料

一般社団法人

北海道自然保護

協会

011-876-8546

011-211-8465

info@nc-hokkaido.or.jp

163
ようこそ！ヘルスサイエンス

の世界へ
2022/11/03 (木) 13:00から16:00 1回

「ようこそ！ヘルスサイエンスの世

界へ」というテーマのもと、3名の講

師陣が専門分野の紹介を行います。

100名

大学院保健科学研究院多目

的室Ⅰ（E棟1階）(札幌市

北区北12条西5丁目)

2022/09/01 (木)

から2022/10/07

(金)

Eメール

(shomu@hs.

hokudai.ac.j

p)

無料 北海道大学
011-706-3315

shomu@hs.hokudai.ac.jp

164

Listening with your ears,

eyes and brain　～耳と目

と脳で聴く～

2022/11/05 (土) 10:00から12:00 1

耳だけではない、別の方法を使って

話し手の言っていることを聞き取る

コツをつかみましょう。

なし
函館大学(函館市高丘町51-

1)

2022/09/23 (金)

から2022/11/04

(金)

電話,FAX,E

メール
無料 函館大学

0138-57-1181

0138-57-1029

8soumu@hakodate-u.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

165

旭川ウェルビーイング・コン

ソーシアム，旭川市教育委員

会共催：あさひかわオープン

カレッジ(6)

2022/11/05 (土) 13:30から15:30 1回
Let's Enjoy English Sounds and

Rhythm！
30名

シニア大学講座室(旭川市1

条通8丁目)

開始日：

2022/09/01 (木) 

10:00から受付開

始

電話,FAX,E

メール,直接

会場

資料代500円(学

生・生徒は無料)

一般社団法人

旭川ウェルビー

イング・コン

ソーシアム

0166-26-0338

0166-26-0338

awbcsns2013@gmail.com

166
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第３回
2022/11/05 (土) 14:00から16:00 6回

「住み慣れた地域での安心できる暮

らし方～看護小規模多機能型居宅介

護とは～」と題した講座です。

50名

※オンライン※（zoom）

による講座です。受講者に

は講座2日前に資料および

zoomURLをメールにてご

連絡いたします。

終了日：

2022/10/31 (月)

その他(本学

指定のURL

にアクセス)

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

167

北海学園大学市民公開講座

『世界の言語と文化のモザイ

クを眺める』第3回

2022/11/05 (土) 10:00から12:15 4回

英語以外の様々な外国語と、それら

が使用されている国・地域の文化に

ついて、理解を深める場を提供しま

す。

50名

北海学園大学　豊平校舎8

号館B42教室(札幌市豊平区

旭町4丁目1番40号)

2022/09/12 (月)

から2022/09/22

(木) 

令和4年9月12日

(月)から9月22日

(木)まで(先着順)

電話または

本学ホーム

ページで申

込書を請求

1,000円(全4回

分)
北海学園大学

011-841-1161

011-841-1165

168

令和4年度武蔵教養セミナー

公開講座　前近代日本の女性

について～歴史・文学・宗教

を通して～　第1回「仏教と

女性ー源流から中世日本にい

たるまでー」

2022/11/05 (土) 14:00から16:00 1回

仏教が示すアンビバレントな女性観

に対して、各地の女性たちがどのよ

うに向き合ってきたのかを説明しま

す。

100名

北海道武蔵女子短期大学

(札幌市北区北22条西13丁

目)

2022/09/21 (水)

から2022/10/28

(金) 

令和4年9月21日

(水)～10月28日

(金)

その他(本学

HPの公開講

座参加申込

フォームか

ら)

無料

北海道武蔵女子

短期大学　コ

ミュニティ(地

域)学習支援セン

ター（図書館）

011-726-9705

011-726-9705

chiiki@hmjc.ac.jp

169 文学の道しるべ第2回 2022/11/05 (土) 14:00から15:30 1回
講師：櫻井健治（日本近代文学会会

員）
30名

函館市文学館(函館市末広

町22番5号)

2022/10/05 (水)

から2022/11/05

(土)

電話

料金500円（ざい

だん友の会400

円）

函館市文学館

0138-22-9014

0138-22-9065

bungakukan@zaidan-

hakodate.com

170
シブノツナイ竪穴住居群の調

査について
2022/11/06 (日) 13:30から15:00 1回

湧別町ふるさと館学芸員の林勇介氏

を講師に、湧別町にあるシブノツナ

イ竪穴群について紹介します。

20名

北海道立北方民族博物館

講堂(網走市字潮見309番地

1)

終了日：

2022/11/05 (土)

電話,FAX,E

メール
無料

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

171

シニア勉強会「在宅医療」～

わからないから直接聞いてみ

よう～

2022/11/06 (日) 10:00から12:00 1

「最期は自宅で…」この希望は叶う

の？質問に先生が答える形式で進め

ます。

30

札幌市民ホール（カナモト

ホール）第1会議室(札幌市

中央区北1条西1丁目)

2022/10/01 (土)

から2022/11/04

(金)

電話,Eメー

ル,HP

会員1,000円（会

員以外1,000円）

一般社団法人

ウォームハート

相続札幌　シニ

ア勉強会

011-700-9070

011-700-9075

souzoku.s@warm-

heart.biz

172

[蔵出し展関連 連続講座]「久

保寺逸彦文庫を見る/読む/聞

く」①

2022/11/06 (日) 13:30から15:30 1回

蔵出し展「久保寺逸彦文庫」関連の

連続講座の第１回目は、久保寺逸彦

氏について、その人と業績を紹介し

ます

先着80

名

北海道博物館　講堂(札幌

市厚別区厚別町小野幌53-

2)

開始日：

2022/10/07 (金) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)

で受付します。

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

173 Word・Excel入門 2022/11/06 (日) 10:00から16:00 1回

午前：Excelの表計算，グラフ作成，

午後：Wordの文章作成，写真の挿

入，図の作成など

先着10

名

旭川工業高等専門学校(旭

川市春光台2条2丁目1-6)

終了日：

2022/10/21 (金)
Eメール 300円

旭川工業高等専

門学校

0166-55-8130

0166-55-8082

crenkei@asahikawa-

nct.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

174

【北海道教育大学一般公開講

座】教育大学（きょういくだ

いがく）で楽（たの）しくか

らだを動（うご）かそう

2022/11/07 (月)

から2022/11/21

(月) 

11月7日（月）、

11月14日（月）、

11月21日（月）

16:00から18:00 3回

知的障がい等のある方の学校卒業後

を含めた「学びの場」として、教育

大学で楽しく体の動かし方を学びま

す。

6名

北海道教育大学札幌校（B

研究棟118号室（特別支援

小ホール））(札幌市北区

あいの里5条3丁目1番5号)

2022/09/01 (木)

から2022/10/14

(金)

FAX,Eメー

ル,HP
2,000円 北海道教育大学

011-778-0891

011-778-8376

crc@j.hokkyodai.ac.jp

175

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「〈心の病〉の考古

学」

2022/11/07 (月)

から2023/02/28

(火)

00:00 

60～90分程度の

動画講座4コマ

4コマ

＜心の病＞の歴史的変遷を哲学と心

理学の両面から辿り、現代社会の＜

心＞のありようを考えます。

なし ※オンライン※

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

FAX,HP,は

がき
4,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0373

sharen@ims.sgu.ac.jp

176

札幌学院大学コミュニティ・

カレッジ「タネと食と農業の

安全と北海道」

2022/11/07 (月)

から2023/02/28

(火) 

※中止になりまし

た

00:00 

60～90分程度の

動画講座4コマ

4コマ

タネと食と農業の安全という視点か

ら北海道の「食と農」を持続可能に

する道を探ります。

なし ※オンライン※

2022/08/23 (火)

から2022/09/06

(火)

はが

き,FAX,HP
4,000円

札幌学院大学社

会連携センター

011-386-8111

011-807-0374

sharen@ims.sgu.ac.jp

177
新渡戸遠友館（仮称）建設支

援　「連続講座」（５）
2022/11/08 (火)

13:30から15:30 

開場13:00
1回

途上国の自然災害と人々の暮らしー

ベトナム・メコンデルタの事例か

らー 

?塩害被害の甚大化から考察?

40名
愛生舘サロン(札幌市中央

区南1条西5丁目8番地)

前日までか、当日

会場で

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール,HP

1,000円（道民カ

レッジ生・学生

は500円）

一般社団法人

新渡戸稲造と札

幌遠友夜学校を

考える会

011-577-1441

011-241-1150

info@nitobe-enyu.org

178

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　ケンカにな

らない実家の片付け講座

2022/11/08 (火) 10:00から11:30 1回 実家の片付けに特化した講座 10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はが

き,FAX,E

メー

ル,HP(窓口)

375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

179
上富良野町公民館講座「天体

観望会」④
2022/11/08 (火) 19:00から21:00 1回

講師の方のお話や解説を聞きなが

ら、天体望遠鏡で月や惑星、明るい

星団などの観察をします。

12名

上富良野西小学校チャレン

ジ天文台(上富良野町扇町

３丁目)

終了日：

2022/11/04 (金)
電話 無料

上富良野町教育

委員会

0167-45-5511

0167-45-3100

sha-

kyo@town.kamifurano.lg.j

p

180

令和４年度アイヌ文化普及啓

発セミナー（オンライン配

信）

2022/11/08 (火)

から2022/11/22

(火) 

11月８日（火）

9：00 ～ 11月22

日（火）17：00

アイヌの歴史や文化に関する理解を

深めるためのセミナーです。
なし オンライン配信

2022/10/12 (水)

から2022/10/26

(水) 

10月12日（水）

9：00 ～ 10月26

日（水）17：00

HP 無料

公益財団法人ア

イヌ民族文化財

団

011-271-4171

011-271-4181

181

くらしのセミナー第６回

「だまされない消費者になる

ための心理学～ポジティビ

ティバイアス～」≪オンライ

ン配信あり≫

2022/11/09 (水)

13:00から15:00 

アーカイブ配信

11/9 19:00～

11/10 09:00、

11/11 09:00～

11/14 09:00）

7回

近年多様化する消費者被害の背景に

あると考えられる心理プロセスや認

知バイアスなどについて学習しま

す。

会場20

名　オン

ライン

100名

北海道立消費生活センター

もしくは※オンライン※

(札幌市中央区北3条西7丁

目)

2022/10/24 (月)

から2022/11/04

(金)

電話,FAX,E

メール.HP
無料

北海道立消費生

活センター

011-221-0110

011-221-4210

keihatsu@do-syouhi-c.jp

182 北海道産ワインの魅力 2022/11/09 (水) 13:30から15:30 1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

旭川市シニア大学　講義室

(旭川市1条通8丁目108)

2022/05/20 (金)

から2022/10/28

(金)

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100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



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

183 湧別町民大学　第4回 2022/11/10 (木) 19:00から20:30 5回
「私にとっての『アイヌ』」　関根

摩耶　氏
なし

湧別町文化センターTOM

大ホール(湧別町中湧別中

町3020番地の1)

2022/08/10 (水)

から2022/11/24

(木)

電話,FAX,E

メール,HP

1回受講500円　2

回以上受講1,000

円

湧別町民大学実

行委員会

01586-5-3132

01586-5-3710

shakyo@town.yubetsu.lg.j

p

184

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　北洋大学

「市民講座」～多文化創世の

ための日本語教育～

2022/11/10 (木)

から2022/12/01

(木)

18:30から20:00 4回
さまざまな分野の教養を身につけ、

人生を豊かにする講座。
30名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

FAX,Eメー

ル,HP,はが

き,その他(窓

口)

1,500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

185

動物医療センター見学

「ペットしか見られない酪農

学園大学附属動物医療セン

ター診察室の向こう側」

2022/11/11 (金)

から2022/12/12

(月) 

オンライン講座の

公開期間

40分程度の動画

と感想文
1回

教育という側面も持つ酪農学園大学

附属動物医療センターのなかを特別

にご紹介します。

なし ※オンライン※講座

2022/04/01 (金)

から2022/10/28

(金)

はがき,電

話,FAX,E

メール,HP

無料
酪農学園　社会

連携センター

011-388-4131

011-387-2805

rg-ext@rakuno.ac.jp

186

苫小牧歩こう会　フェリー

ターミナルウオーク（8km

コース）

2022/11/12 (土)
開始時刻：

09:30
1回 キラキラ公園、フェリーターミナル なし サンガーデン噴水前 当日参加可

会員無料　非会

員200円
苫小牧歩こう会

0144-74-3181

nkgwa4@maroon.plala.or.j

p

187

苫小牧歩こう会　フェリー

ターミナルウオーク（10km

コース）

2022/11/12 (土)
開始時刻：

09:30
1回

キラキラ公園、フェリーターミナ

ル、ぷらっと市場
なし サンガーデン噴水前 当日参加可

会員無料　非会

員200円
苫小牧歩こう会

0144-74-3181

nkgwa4@maroon.plala.or.j

p

188
河﨑秋子『絞め殺しの樹』を

読む
2022/11/12 (土) 13:30から15:30 1回

直木賞候補作としてノミネートされ

た『 絞め殺しの樹』。人間の業を浮

き彫りにしていく手法を考察する 。

70名
北海道大学学術交流会館

小講堂(札幌市北区北8西5)

2022/08/12 (金)

から2022/11/09

(水)

電話 無料
釧路工業高等専

門学校

0154-57-7216

0154-57-5360

kenkyu@office.kushiro-

ct.ac.jp

189
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第４回
2022/11/12 (土) 14:00から16:00 全6回

「心不全を知ってうまく付き合うコ

ツを知ろう～かくれ心不全から学ん

で自分らしい人生へ」と題した講座

です

50名

※オンライン※（zoom）

による講座です。受講者に

は講座2日前に資料および

zoomURLをメールにてご

連絡いたします。

終了日：

2022/11/07 (月)

その他(本学

指定のURL

にアクセス)

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

190

令和4年度武蔵教養セミナー

公開講座　前近代日本の女性

について～歴史・文学・宗教

を通して～　第2回「平安社

会の女性と文学―紫式部の場

合」

2022/11/12 (土) 14:00から16:00 1回

『源氏物語』『紫式部日記』『紫式

部集』を主な材料に、平安社会を紫

式部がどのように生きたかを辿りま

す。

100名

北海道武蔵女子短期大学

(札幌市北区北22条西13丁

目)

2022/09/21 (水)

から2022/10/28

(金) 

令和4年9月21日

(水)～10月28日

(金)

HP(公開講座

参加申込

フォームか

ら)

無料

北海道武蔵女子

短期大学　コ

ミュニティ(地

域)学習支援セン

ター（図書館）

011-726-9705

011-726-9705

chiiki@hmjc.ac.jp

191

プログラミングで創る身の回

りの便利「SONY MESHで

学ぶプログラミングとIoT」

2022/11/12 (土) 13:00から15:00 1回

SONY MESHを使ったIoTの実例をみ

てもらい、独自の便利な「仕掛け」

のアイディアを考えます。

先着10

名

旭川工業高等専門学校(旭

川市春光台2条2丁目1-6)

終了日：

2022/10/28 (金)
Eメール 500円

旭川工業高等専

門学校

0166-55-8130

0166-55-8082

crenkei@asahikawa-

nct.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

192
　「朗読会 小説『嵐吹く時

も』」朗読友の会「綾の会」
2022/11/12 (土) 13:00から14:30 1回

綾子の大河小説『嵐吹く時も』を朗

読。

三浦綾子記念文学館、三浦

綾子記念文学館公式

YouTubeにて録画配信(旭

川市神楽7条8丁目2-15)

直接会場

無料（オンライ

ン配信）　※三

浦綾子記念文学

館の会場でご覧

頂く場合は入館

料が必要です。

三浦綾子記念文

学館

0166-69-2626

0166-69-2611

toiawase@hyouten.com

193
こども考古学教室　親子ガラ

ス玉つくり教室
2022/11/12 (土) 13:30から15:30 1回

ガラスを素材にした玉つくりに親子

で挑戦する体験講座。
15名

北海道立埋蔵文化財セン

ター研修室(江別市西野幌

685-1)

2022/10/12 (水)

から2022/11/11

(金) 

定員になり次第締

切

電話 無料

公益財団法人北

海道埋蔵文化財

センター

011-386-3231

011-386-3238

mail@domaibun.or.jp

194

美幌博物館講座（歴史編）世

界が注目するシベリア北極圏

の旧石器文化（講演会）

2022/11/12 (土) 16:00から17:30 1回
シベリア北極圏の旧石器文化を紹介

します。
50名

美幌町民会館　1階小ホー

ル(美幌町字東2条北4丁目)

2022/11/01 (火)

から2022/11/11

(金)

電話 無料 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.hok

kaido.jp

195
子育て支援パパママ講座　育

児ストレス解消法

2022/11/12 (土)

から2022/11/19

(土)

14:00から15:30 2回

一人で抱えてしまいがちな育児スト

レスと上手に向き合うための、対処

法や解消法を学ぶ。

24名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/10/14 (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

196 JW_CAD入門 2022/11/13 (日) 10:00から16:00 1回

午前：JW_CADの各種機能を学ぶ，午

後：各種機能を駆使し，フロアーレ

イアウト図か工作図を作成

先着10

名

旭川工業高等専門学校(旭

川市春光台2条2丁目1-6)

終了日：

2022/10/28 (金)
Eメール 300円

旭川工業高等専

門学校

0166-55-8130

0166-55-8082

crenkei@asahikawa-

nct.ac.jp

197

令和4年度とまこまい市民カ

レッジ後期講座　ミニ盆栽を

楽しもう

2022/11/14 (月) 13:30から15:00 1回
お部屋に飾りやすいサイズの盆栽を

作ります
10名

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)

2022/09/01 (木)

から2022/09/20

(火)

はがき,FAX

で,Eメー

ル,HP,その

他(窓口)

375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

198

第34回労文協リレー講座

（全6回）2回目　生きる場

の共生、その実践と思想につ

いて

2022/11/15 (火) 18:00から20:00 1回
「共生」の実践と思想を主題にとり

あげ、3つの生き方をお話ししたい。
なし

北海道自治労会館及びオン

ライン講座（Zoom開催）

(札幌市北区北6条西7丁目)

未定

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール,HP

6回券3,000円

当日700円

一般社団法人北

海道労働文化協

会

011-261-0020

011-261-0021

roubunkyou@ace.ocn.ne.j

p

199
アンガーマネジメント講座

（初心者編）
2022/11/15 (火) 18:30から20:00 1回

アンガーマネジメントを初めて学ぶ

方向けの内容となります。
20名

キャリアバンク札幌スキル

アップセンター(札幌市)中

央区北5条西5丁目7番地)

随時受付
電話,FAX,E

メール,HP
1回3,300円

キャリアバンク

札幌スキルアッ

プセンター

011-252-5740

011-207-6541

nlp@cb-school.com

200
色を活かした豊かな暮らしを

カラーコーディネート教室

2022/11/15 (火)

から2022/11/22

(火)

18:30から20:00 2回

色彩に関する知識・特性への理解を

深め、インテリアやファッション、

食など毎日の生活に役立てる。

24名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/10/17 (月)

電話,HP,そ

の他(窓口)
材料費　100円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

201
北の歴史塾⑥　北海道暮らし

のルーツ
2022/11/17 (木) 13:30から15:30 10回 鰊漁、缶詰、ビール 60名

かでる2・7ビル　730研修

室(札幌市中央区北2条西7

丁目)

終了日：

2022/11/15 (火)
電話,FAX

1,000円（資料代

含む）

北の歴史塾　森

山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

202

旭川ウェルビーイング・コン

ソーシアム，旭川市教育委員

会共催：あさひかわオープン

カレッジ(7)

2022/11/19 (土) 13:30から15:30 1回
子どもの権利条約を家庭、学校、地

域に活かす
30名

シニア大学講座室(旭川市1

条通8丁目)

開始日：

2022/09/01 (木) 

10:00から受付開

始

直接会場,電

話,FAX,E

メール

資料代500円(学

生・生徒は無料)

一般社団法人

旭川ウェルビー

イング・コン

ソーシアム

0166-26-0338

0166-26-0338

awbcsns2013@gmail.com

203
桜木紫乃『霧（ウラル）』を

読む
2022/11/19 (土) 14:00から16:00 1回

三人姉妹のそれぞれ異なる人生模様

を描いた『霧』に焦点をあて、桜木

作品の特質を考察する。

70名

とかちプラザ　視聴覚室

(帯広市西4条南13丁目1番

地)

2022/08/12 (金)

から2022/11/16

(水)

電話 無料
釧路工業高等専

門学校

0154-57-7216

0154-57-5360

kenkyu@office.kushiro-

ct.ac.jp

204

北海学園大学市民公開講座

『世界の言語と文化のモザイ

クを眺める』第4回

2022/11/19 (土) 10:00から12:15 全4回

英語以外の様々な外国語と、それら

が使用されている国・地域の文化に

ついて、理解を深める場を提供しま

す。

50名

北海学園大学　豊平校舎8

号館B42教室(札幌市豊平区

旭町4丁目1番40号)

2022/09/12 (月)

から2022/09/22

(木) 

令和4年9月12日

(月)から9月22日

(木)まで(先着順)

電話,HP(申

込書を請求)

1,000円(全4回

分)
北海学園大学

011-841-1161

011-841-1165

205

令和4年度武蔵教養セミナー

公開講座　前近代日本の女性

について～歴史・文学・宗教

を通して～　第3回「ルイ

ス・フロイスが記した安土桃

山時代の女性像を検証する」

2022/11/19 (土) 14:00から16:00 1回

フロイスの著作『ヨーロッパと日本

文化』中の女性に関する章を、日本

史学の研究成果をもとに読み解く。

100名

北海道武蔵女子短期大学

(札幌市北区北22条西13丁

目)

2022/09/21 (水)

から2022/10/28

(金) 

令和4年9月21日

(水)～10月28日

(金)

HP,FAX,郵

送
無料

北海道武蔵女子

短期大学　コ

ミュニティ(地

域)学習支援セン

ター（図書館）

011-726-9705

011-726-9705

chiiki@hmjc.ac.jp

206

第31回先端科学移動大学

第１講「北海道大学の超小型

衛星による宇宙開発利用の大

転換」

2022/11/19 (土) 

令和4年11月19日

（土）開催

10:00から11:00 

10：00～11：

00

1回

北大が開発中の超小型衛星は高精度

で観測し、食料問題や環境の理解に

飛躍的な進歩をもたらそうとしてい

る。

100名
釧路市生涯学習センター

(釧路市幣舞町４番２８号)

開始日：

2022/10/01 (土) 

10月1日（土）か

ら、なお当日欠員

がある場合は受付

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料

(一財) 北海道青

少年科学文化財

団

011-788-201

1011-788-2211

zaidan.ho@tune.ocn.ne.jp

207

第31回先端科学移動大学

第２講「障害とリハビリテー

ション：運動学習と姿勢バラ

ンスについて」

2022/11/19 (土) 

令和4年11月19日

（土）開催

11:10から12:10 

11：10～12：

10

1回

障害とリハビリテーション：運動学

習と運動の基盤となる姿勢バランス

のメカニズム、効果的な練習方法

も。

100名
釧路市生涯学習センター

(釧路市幣舞町４番２８号)

開始日：

2022/10/01 (土) 

10月1日（土）か

ら、なお当日欠員

がある場合は受付

します。

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料

(一財) 北海道青

少年科学文化財

団

011-788-2011

011-788-2211

zaidan.ho@tune.ocn.ne.jp

208

第31回先端科学移動大学

第３講「光を使ってがんを治

す」

2022/11/19 (土) 

令和4年11月19日

（土）開催

13:00から14:00 

13：00～14：

00

1回

私たちの体に害のない近赤外光とい

う光を使ってがんを治す新しい光免

疫治療法をご紹介する。

100名
釧路市生涯学習センター

(釧路市幣舞町４番２８号)

開始日：

2022/10/01 (土) 

10月1日（土）か

ら、なお当日欠員

がある場合は受付

します。

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料

(一財) 北海道青

少年科学文化財

団

011-788-2011

011-788-2211

zaidan.ho@tune.ocn.ne.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

209

第31回先端科学移動大学

第４講「アフリカのコウモリ

がもつウイルスの話」

2022/11/19 (土) 

令和4年11月19日

（土）開催

14:10から15:10 

14：10～15：

10

1回
コウモリがもつウイルスによる感染

症をどのようにして防ぐか？
100名

釧路市生涯学習センター

(釧路市幣舞町４番２８号)

10月1日（土）か

ら、なお当日欠員

がある場合は受付

します。

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料

(一財) 北海道青

少年科学文化財

団

011-788-2011

011-788-2211

zaidan.ho@tune.ocn.ne.jp

210

第31回先端科学移動大学

第５講「性器の逆転昆虫　ト

リカヘチャタテの進化」

2022/11/19 (土) 

令和4年11月19日

（土）開催

15:20から16:20 

15：20～16：

20

1回

雌がペニスを持つ昆虫「トリカヘ

チャタテ」の発見について紹介。

2017年イグ・ノーベル生物学賞受賞

100名
釧路市生涯学習センター

(釧路市幣舞町４番２８号)

10月1日（土）か

ら、なお当日欠員

がある場合は受付

します。

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料

(一財) 北海道青

少年科学文化財

団

011-788-2011

011-788-2211

zaidan.ho@tune.ocn.ne.jp

211
インターネットを使ったアイ

ヌ語学習
2022/11/20 (日) 13:30から15:30 1回

インターネット上のアーカイブなど

で公開されているアイヌ語資料を活

用した、アイヌ語学習の方法を学び

ます

先着80

名

北海道博物館　講堂(札幌

市厚別区厚別町小野幌53-

2)

開始日：

2022/10/21 (金) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)

で受付します。

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

212
シニアライフのレクリェー

ション　体操をしよう
2022/11/20 (日) 13:30から15:30 1回

いつまでも若々しく過ごせるよう、

体を動かし、楽しい出会いの場に参

加しませんか？

20名

札幌市社会福祉総合セン

ター　3階第3会議室(札幌

市中央区大通西19丁目（地

下鉄東西線西18丁目駅下車

１番出口より徒歩３分）)

終了日：

2022/11/16 (水) 

定員になり次第締

め切り

電話,FAX 300円
札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

213

【オンライン講座】OOJC

オープンカレッジ　だれもが

暮らしやすい街づくりをめざ

して～困り感を理解して、認

め合う社会を～

2022/11/22 (火) 18:30から20:00 1回

障害のある方が生活をしていく上で

困ること、どうしたらわかりやすく

なるのかを学ぶ。

15名

※オンライン※　もしくは

音更町生涯学習センター

（Zoomでの受講環境が整

わない方）(音更町希望が

丘1番地)

2022/06/24 (金)

から2022/11/18

(金) 

6月24日(金)から各

講座の2日前まで

（土日祝の場合は

その前日）

FAX,HP 無料
帯広大谷短期大

学

0155-45-4600(直通)

0155-42-4444(短大)

0155-45-4666(直通)

0155-42-4499(短大)

214
第6回　市民水泳教室　午後

の部

2022/11/22 (火)

から2022/12/23

(金)

18:30から20:00 10回
水泳初心者の方から、バタフライを

希望する方までを指導いたします。
25名

函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/01 (火)

から2022/11/15

(火)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

215
第6回　市民水泳教室　午前

の部

2022/11/22 (火)

から2022/12/23

(金)

10:30から12:00 10回
水泳初心者の方から、平泳ぎを希望

する方までを指導いたします。
40名

函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/01 (火)

から2022/11/15

(火)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

216 第6回　市民水泳プラス教室

2022/11/22 (火)

から2022/12/23

(金)

12:00から13:30 10回

クロール・背泳ぎ・平泳ぎを25m以上

泳げる方に3泳法とバタフライを含め

4泳法の泳力向上を目指します。

25名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/01 (火)

から2022/11/15

(火)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-745

20138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

217 第6回　ウォータビクス教室

2022/11/22 (火)

から2022/12/23

(金)

13:30から14:30 10回

音楽に合わせてリズミカルに体を動

かす、水中でのエアロビクス教室で

す。

30名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/01 (火)

から2022/11/15

(火)

直接会場 5,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com
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218 いきいき大学　うどん作り① 2022/11/24 (木) 10:00から12:00 1回 今回はうどん作りを体験します。 10

稚内市生涯学習総合支援セ

ンター（風～るわっかな

い）(稚内市

2022/09/08 (木)

から2022/10/01

(土)

電話 500円

稚内市教育委員

会　稚内市生涯

学習総合支援セ

ンター

0162-33-2301

0162-73-1556

kaze-

ru@city.wakkanai.lg.jp

219
北海道医療大学・当別町連携

講座
2022/11/24 (木) 10:00から12:00 1回

「音楽を用いたリハビリテーショ

ン」と題した講座です。
40名

当別町総合保健福祉セン

ターゆとろ(石狩郡当別町

西町32-2)

終了日：

2022/11/11 (金)

電話,Eメー

ル
無料 北海道医療大学

0133-23-1129

0133-22-1835

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

220 湧別町民大学　第5回 2022/11/24 (木) 19:00から20:30 5回

「”ヒグマ学”と”うんち学”～動物の進

化と多様性を探る～」　増田　隆一

氏

なし

湧別町文化センターTOM

大ホール(湧別町中湧別中

町3020番地の1)

2022/08/10 (水)

から2022/11/24

(木)

電話,FAX,E

メール,HP

1回受講500円　2

回以上受講1,000

円

湧別町民大学実

行委員会

01586-5-3132

01586-5-3710

shakyo@town.yubetsu.lg.j

p

221 太陽系の起源とはやぶさ2 2022/11/24 (木)

13:30から15:30 

（13：15～受

付）

1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

100名

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)

2022/05/20 (金)

から2022/11/24

(木)

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100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

222
第6回　ゆっくりゆっくり水

泳教室

2022/11/24 (木)

から2022/12/29

(木)

13:30から14:30 10回

水泳初心者の方に、水中での基本動

作から背泳ぎ・クロールの初歩まで

をゆっくり指導いたします。

20名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/10 (木)

から2022/11/21

(月)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

223
第6回　水中ウォーキング教

室　昼の部

2022/11/24 (木)

から2022/12/29

(木)

12:00から13:15 10回

顔をつけることなく水中を歩いた

り、ゲームをしたり、水遊び感覚で

楽しんでいただける教室です。

50名
函館市民プール(函館市千

代台町22-25)

2022/11/10 (木)

から2022/11/21

(月)

直接会場 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-

hakodate.com

224
音更町高齢者大学・大学院合

同11月午前講座
2022/11/25 (金) 10:30から12:00 1回

「文学の楽しさ」　文学作品とその

作者や時代背景等を学ぶ。
50名

音更町文化センター(音更

町木野西通15丁目8)

終了日：

2022/11/18 (金)
電話 無料

音更町教育委員

会

0155-42-2111

0155-42-6288

shougaigakusyu@town.oto

fuke.hokkaido.jp

225

【オンライン講座】OOJC

オープンカレッジ　【JICA

連携講座】 国際協力の仕事

～十勝と世界をつなぐJICA

北海道（帯広）～

2022/11/25 (金)

から2022/12/09

(金) 

1.11月25日（金）

2.12月9日（金）

18:30から20:00 2回

国際協力の事例紹介　1.ウズベキスタ

ン/理学療法士　2.パラグアイ/家畜飼

育

15名

※オンライン※　もしくは

音更町生涯学習センター

（Zoomでの受講環境が整

わない方）(音更町希望が

丘1番地)

2022/06/24 (金)

から2022/11/22

(火) 

6月24日（金）か

ら各講座の2日前

まで（土日祝の場

合はその前日）

FAX,HP,そ

の他
無料

帯広大谷短期大

学

0155-45-4600(直通)

0155-42-4444(短大)

0155-45-4666(直通)

0155-42-4499(短大)

226
【北海道教育大学 一般公開

講座】たいそう広場

2022/11/25 (金)

から2023/02/03

(金) 

11月25日（金）、

12月9日（金）、

12月23日（金）、

1月20日（金）、2

月3日（金）

10:30から12:00 5回

0-3歳を対象とした体操の用具（トラ

ンポリン、とび箱、鉄棒等）を活用

した運動あそびを紹介します。

6名

北海道教育大学釧路校（体

育館）(釧路市城山1丁目15

番55号)

2022/10/14 (金)

から2022/11/02

(水)

その

他,FAX,E

メール,HP

2,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-

somu@j.hokkyodai.ac.jp



No. 講座名 開催期間 時間 回数 内容 定員 会場(住所 ) 申込期限 申込方法 受講料 問い合わせ先 TEL/FAX/Eメール

227
稲わらで縄をつくって、巨大

人間あやとりに挑戦！
2022/11/26 (土) 13:30から15:30 1回

みんなで協力して<稲わら>から<な

わ>を作ります。最後は結びつけて長

くして巨大人間あやとりに挑戦！

先着40

名

北海道博物館　講堂(札幌

市厚別区厚別町小野幌53-

2)

開始日：

2022/10/27 (木) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)

で受付します。

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

228
誰でも簡単！ヘアアレンジ体

験
2022/11/26 (土) 14:00から15:30 １回

初心者の方でも簡単ヘアアレンジが

できる授業です！おしゃれにテク

ニックを美容のプロが丁寧に教えま

す！

15人

札幌ベルエポック美容専門

学校(札幌市中央区北１条

東１丁目7-1)

開始日：

2022/10/01 (土)

電話,FAX,E

メール,はが

き

無料
札幌ベルエポッ

ク美容専門学校

011-219-6272

011-219-6271

info@sapporo.belle.ac.jp

229 落款作成講習会 2022/11/26 (土)
開始時刻：

13:30
1回

消しゴムで自分自身のオリジナルの

落款を作成します。

20名程

度

社会福祉総合センター　3

階第3会議室(札幌市中央区

大通西19丁目1-1)

終了日：

2022/11/25 (金)
電話 500円

札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

yukimikiwaiwai@outlook.j

p

230

[蔵出し展関連 連続講座]「久

保寺逸彦文庫を見る/読む/聞

く」②

2022/11/27 (日) 13:30から15:30 1回

久保寺逸彦氏が録音、録画、写真資

料を採録した、1935年の北海道・サ

ハリン調査について紹介します。

先着80

名

北海道博物館　講堂(札幌

市厚別区厚別町小野幌53-

2)

開始日：

2022/10/28 (金) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)

で受付します。

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

231
冬の木工体験会～クリスマス

の小さなラックをつくろう～
2022/11/27 (日) 10:00から12:00 1回

木材を使ってクリスマスのラックを

つくる。
10名

北海道立道南四季の杜公園

(函館市亀田中野町199-2)

2022/10/27 (木)

から2022/11/26

(土) 

申込多数の場合は

抽選（抽選日11月

10日）

電話,その他

(窓口)
1,000円

北海道立道南四

季の杜公園

0138-34-3888

0138-47-8077

shikinomori@hakodate-

jts-kosya.jp

232
一年を通じて味わう　お手軽

おつけもの教室
2022/11/28 (月) 10:00から12:00 1回

伝統的な日本の保存食「漬物」に挑

戦し、自宅での簡単な漬け方を学

ぶ。

12名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/10/26 (水)

電話,HP,そ

の他(窓口)
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

233
アンガーマネジメント講座

（怒りのタイプ診断編）
2022/11/29 (火) 18:30から20:00 1回

ストレスゼロの毎日を目指して、更

にスキルを学んでいきます。
20名

キャリアバンク札幌スキル

アップセンター(札幌市中

央区北5条西5丁目7)

開催日の2日前ま

で

電話,FAX,E

メール,HP
1回3,300円

キャリアバンク

札幌スキルアッ

プセンター

011-252-5740

011-207-6541

nlp@cb-school.com

234 太陽系の起源とはやぶさ2 2022/11/29 (火)

13:30から15:30 

（13：15～受

付）

1回

かでる講座は、学習機会の提供をと

おして、新たな北海道を創造する人

材の育成を目指して実施していま

す。

100名
あすぱる町民活動室(標津

町南1条西5丁目5番3号)

2022/04/01 (金)

から2022/11/29

(火)

はがき,直接

会場,電

話,FAX

1講座500円（賛

助会員は1講座に

つき100円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901


