
令和4年度 講座情報冊子（11・12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

※講座の受講申込をする際は、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

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) 13:30～15:30 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。

先着

24名

札幌エルプラザ２階 環境

研修室1.2 (札幌市北区北8

条西3丁目 札幌エルプラザ

2階)

開始日：

2022/09/21 (水) 

08:45～より受付

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

2
気象予報士からみた「気候変

動と私たちのくらしの変化」
2022/11/02 (水) 10:00～12:00 1回

SDGsの広義の意味で環境にスポット

を当て「気候変動と私たちのくら

し」を考える全3回シリーズの1回目

先着

50名

札幌エルプラザ２階 環境

研修室1.2 (札幌市北区北８

条西３丁目 札幌エルプラ

ザ２階)

開始日：

2022/10/18 (火) 

08:45～より受付

定員になり次第締

切

電話 600円
公益社団法人

札幌消費者協会

011-728-8300

ssk003@sapporo-

shohisha.or.jp

3
円山公園外来植物除去作業ボ

ランティア
2022/11/03 (木) 09:30～11:30

全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

4
第5回稲造サミット・札幌

～新渡戸稲造とSDGs～
2022/11/03 (木)

13:30～17:00 

開場13:00
1回

北海道を持続可能な社会システム、

循環型経済社会を実現するための

SDGsの構想を共有する。

(できるだけ参加費用を事前に銀行振

込する。申し込み後、振込先を書い

たチラシをお送りします。)

200名

札幌プリンスホテル国際館

パミール３F (札幌市中央

区南3条西12丁目)

2022/10/11 (火)

～

2022/10/31 (月) 

当日会場での申込

も可

電話,FAX,E

メール,直接

会場

一般 2,000円(道

民カレッジ生含

む）、大学生

500円、高校生以

下 無料

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

5

Listening with your ears,

eyes and brain　～耳と目

と脳で聴く～

2022/11/05 (土) 10:00～12:00 1回

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)

～

2022/11/04 (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

6

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) 13:30～15:30 1回

Let's Enjoy English Sounds and

Rhythm！

(手話通訳が必要な方は早めに申込み

の上その旨伝えてください。)

30名

シニア大学講座室 (旭川市

1条通8丁目 フィール旭川7

階)

開始日：

2022/09/01 (木) 

10:00～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

7

文学の道しるべ第2回　詩

人・三木露風とトラピスト修

道院

2022/11/05 (土) 14:00～15:30 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)

～

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

8

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) 10:00～12:00 1回

「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)

～

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

9
シブノツナイ竪穴住居群の調

査について
2022/11/06 (日) 13:30～15:00 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

10

[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) 13:30～15:30 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

1



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

11
新渡戸遠友館（仮称）建設支

援　「連続講座」（５）
2022/11/08 (火)

13:30～15:30 

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 愛生

舘ビル 6階)

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

12 茶道体験 2022/11/08 (火) 17:00～20:00 数回

日本の伝統文化の作動を気軽に体験

していただきます。 

感染症予防のため、2～3名ずつ時間

を分けます。

3名

北海道礼文高等学校 (礼文

町大字船泊村字ヲチカフナ

イ27)

2022/10/31 (月)

～

2022/11/04 (金)

電話 無料
北海道礼文高等

学校

0163-87-2358

0163-87-2301

rebun-z0@hokkaido-

c.ed.jp

13
上富良野町公民館講座「天体

観望会」④
2022/11/08 (火) 19:00～21:00

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 上富良野西小学校)

終了日：

2022/11/04 (金)
電話で 無料

上富良野町教育

委員会

0167-45-5511

0167-45-3100

sha-kyo@town.kami

furano.lg.jp

14

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) 13:00～15:00 
全

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。

(アーカイブ配信11/9 19:00～11/10

09:00、11/11 09:00～11/14 09:00）

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 北海道庁別館西棟)

2022/10/24 (月)

～

2022/11/04 (金)

電話,FAX,E

メール,HP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

15

令和４年度日本赤十字北海道

看護大学市民公開講座「上手

に付き合う糖尿病～自己管理

から食事療法、運動療法まで

～」

2022/11/09 (水)

2022/11/16 (水)

2022/11/30 (水)

18:30～20:00 3回

糖尿病と上手に付き合うことをテー

マに自己管理から食事療法、運動療

法まで３回にわたり講演します。

100名

日本赤十字北海道看護大学

(北見市曙町664番地1 講

堂)

3回全て受講する

場合2022/11/08

(火)まで

各回単独で受講す

る場合は開催日前

日まで

電話,FAX,E

メール
無料

日本赤十字北海

道看護大学

0157-66-3311(代）

0157-61-3125(代）

koukai@rchokkaido-

cn.ac.jp

16
気候変動で私たちの食生活は

どうなる？
2022/11/10 (木) 10:00～12:00 1回

SDGsの広義の意味で環境にスポット

を当て「気候変動と私たちのくら

し」を考える全3回シリーズの2回目

先着

50名

札幌エルプラザ２階 環境

研修室1.2 (札幌市北区北8

条西3丁目 札幌エルプラザ

2階)

開始日：

2022/10/18 (火) 

08:45～より受付

定員になり次第締

切

電話 600円
公益社団法人

札幌消費者協会

011-728-8300

ssk003@sapporo-

shohisha.or.jp

17

知内学のすすめ「2022年知

内里山の旅　ケヤマハンノキ

はかく語りき」

2022/11/10 (木) 18:00～19:00 1回

ケヤマハンノキに着目して植林活動

を行っている講師から、里山として

の森林づくりやその活用について考

える。

知内町中央公民館 (知内町)
電話,直接会

場
無料

知内町郷土資料

館
01392-5-5066

18 湧別町民大学　第4回 2022/11/10 (木) 19:00～20:30
全

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)

～

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

19
第26回東京大学文学部公開

講座【常呂高校特別講座】
2022/11/11 (金) 13:30～14:40 1回 「心の文化差」の探究 50名

常呂高等学校 体育館 (北見

市常呂町字常呂574番地2

番地)

直接会場 無料

北見市教育委員

会常呂教育事務

所

0152-54-3233

0152-54-3991

tokyoiku.gakushu@city.kit

ami.lg.jp

20
令和4年度北見工業大学公開

講座
2022/11/11 (金) 18:00～20:00 1回 雪と氷の話－その恵みと災害－

先着30

名(完全

事前予約

制)

北見工業大学 3号館2階・

多目的講義室 (北見市公園

町165番地)

2022/10/28 (金)

～2022/11/09

(水)

電話受付の

み(先着順・

完全事前予

約制))

無料 北見工業大学

0157-26-9158

0157-26-9155

kenkyu09@desk.kitami-

it.ac.jp

2



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

21
第26回東京大学文学部公開

講座【常呂公開講座】
2022/11/11 (金) 18:00～20:30 1回

①足尾銅山鉱毒事件と環境倫理 

②日本語の地域差とその形成
100名

常呂町公民館 大講堂 (北見

市常呂町字常呂323番地)
直接会場 無料

北見市教育委員

会常呂教育事務

所

0152-54-3233

0152-54-3991

tokyoiku.gakushu@city.kit

ami.lg.jp

22

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) 09:30開始 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

23

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) 09:30開始 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

24
　「朗読会 小説『嵐吹く時

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

綾子の大河小説『嵐吹く時も』を朗

読。

(事前申込不要ですが会場の場合は感

染対策のため座席に限りがございま

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

25
こども考古学教室　親子ガラ

ス玉つくり教室
2022/11/12 (土) 13:30～15:30 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)

～

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

26
河﨑秋子『絞め殺しの樹』を

読む
2022/11/12 (土) 13:30～15:30 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)

～

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

27
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) 14:00～16:00 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)

本学指定の

URLにアク

セスし、申

込フォーム

より

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

28

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) 16:00～17:30 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)

～

2022/11/11 (金)

電話(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.hok

kaido.jp

29 遊びマイスター①

2022/11/12 (土)

～

2022/11/13 (日)

未定 1回

様々な体験活動や創作活動を通じ

て、紙を使った遊びについて理解を

深める。

40名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル北見 (北見

市常呂町字栄浦365-1)

未定
電話,フォー

ムズ
未定

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル北見

0152-54-2584

0152-54-2736

kitami@pony.ocn.ne.jp

30
子育て支援パパママ講座　育

児ストレス解消法

2022/11/12 (土)

～

2022/11/19 (土)

14:00～15:30 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,HP,窓

口
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.

com

3



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
相続でこまらないための不動

産知識
2022/11/13 (日) 14:00～16:00 １回

住宅は売るのか貸すのかなど不動産

に関する話。将来遺族が不動産相続

で困らないよう事前の知識を深め

る。

30名
とかちプラザ  (帯広市西4

条南13丁目1)

2022/10/20 (木)

～

2022/11/11 (金)

電話,FAX,E

メール
800円

ファイナンシャ

ル・プランナー

ズLLP

0155-47-0561

0155-47-0561

fpsllp@live.jp

32 暦の歴史講座 2022/11/15 (火) 18:00～19:30 1回

なぜ2月は28日までしかないのかなど

の疑問を解決する、講義形式の講座

です。

10名

北海道礼文高等学校 (礼文

町大字船泊村字ヲチカフナ

イ27)

2022/10/31 (月)

～

2022/11/04 (金)

電話 無料
北海道礼文高等

学校

0163-87-2358

0163-87-2301

rebun-z0@hokkaido-

c.ed.jp

33

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) 18:00～20:00 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。

(オンライン受講

https://roubunkyou.jp)

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

北海道自治労会館)

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

34
アンガーマネジメント講座

（初心者編）
2022/11/15 (火) 18:30～20:00 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

sapporo55ビル5階)

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

35
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)

～

2022/11/22 (火)

18:30～20:00 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,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

36
神居百寿大学講座「保護司の

役割」
2022/11/16 (水) 10:00～12:00 1回 「保護司の役割」 40名

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)

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.

hokkaido.jp

37 科学実験教室 2022/11/16 (水) 18:00～19:00 1回

身近なものを使ってできる実験から

普段できない実験まで、楽しく学び

ましょう。

10名

北海道礼文高等学校 (礼文

町大字船泊村字ヲチカフナ

イ27)

2022/10/31 (月)

～

2022/11/04 (金)

電話 無料
北海道礼文高等

学校

0163-87-2358

0163-87-2301

rebun-z0@hokkaido-

c.ed.jp

38 第３回　幼児の水遊び教室

2022/11/16 (水)

～

2023/02/01 (水)

15:00～16:00 10回

4歳以上の未就学児を対象に、遊具を

使って楽しく遊び水に慣れていくよ

う指導いたします。

30名
函館市民プール (函館市千

代台町22-25)

2022/10/19 (水)

～2022/11/09

(水) 

19日のみ16:15～

16:30函館市民

プール2階第1会議

直接会場 3,000円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.

com

39
北の歴史塾⑥　北海道暮らし

のルーツ
2022/11/17 (木) 13:30～15:30

全

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

40 2022年度自然保護大学 2022/11/19 (土) 13:00～18:00 1回

今年の自然保護大学は「道南の自然

の魅力」3名の専門家にお話をしてい

ただきます。

先着

50名

札幌市立大学サテライト

キャンパス (札幌市中央区

北4条西5丁目 アスティ45

12階)

申込先着順

電話,FAX,E

メール(事前

に当会への

申込が必要

(住所・氏

名・連絡先)

3,000円

(会員1,500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

4
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41

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) 13:30～15:30 1回

子どもの権利条約を家庭、学校、地

域に活かす

(手話通訳が必要な方は早めに申込の

上その旨伝えてください。)

30名

シニア大学講座室 (旭川市

1条通8丁目 フィール旭川7

階)

開始日：

2022/09/01 (木) 

10:00～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

42
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第５回
2022/11/19 (土) 14:00～16:00 全6回

「知っておきたいがんへの備え～コ

ロナ禍で変わったこと、変わらない

こと～」と題した講座を行います。

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：

2022/11/14 (月)

本学指定の

URLにアク

セスし、申

込フォーム

より

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

43
桜木紫乃『霧（ウラル）』を

読む
2022/11/19 (土) 14:00～16:00 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)

～

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

44 遊びマイスター②

2022/11/19 (土)

～

2022/11/20 (日)

未定 1回

様々な体験活動や創作活動を通じ

て、紙を使った遊びについて理解を

深める。

40名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル北見 (北見

市常呂町字栄浦365-1)

未定
電話,フォー

ムズ
未定

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル北見

0152-54-2584

0152-54-2736

kitami@pony.ocn.ne.jp

45

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) 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 ま

なぼっと幣舞)

開始日：

2022/10/01 (土) 

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(当日、定

員未満であ

れば会場受

付)

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

46

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) 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 ま

なぼっと幣舞)

開始日：

2022/10/01 (土) 

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(当日、定

員未満であ

れば会場受

付)

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

47

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) 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 ま

なぼっと幣舞)

開始日：

2022/10/01 (土) 

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(当日、定

員未満であ

れば会場受

付)

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

48

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) 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 ま

なぼっと幣舞)

開始日：

2022/10/01 (土)

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(当日、定

員未満であ

れば会場受

付)

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

5
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49

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) 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 ま

なぼっと幣舞)

開始日：

2022/10/01 (土)

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(当日、定

員未満であ

れば会場受

付)

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

50
インターネットを使ったアイ

ヌ語学習
2022/11/20 (日) 13:30～15:30 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

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

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

51
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) 13:30～15:30 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)

終了日：

2022/11/16 (水) 

定員になり次第締

切

電話,FAX 300円
札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385(携帯)

011-694-0726(電話・FAX)

0133-74-6198(FAX)

52

【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) 18:30～20:00 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)

～

2022/11/18 (金) 

短大HP内の

受付フォー

ムまたは所

定の申込用

紙にて

FAX・郵送

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)

53
第6回　市民水泳教室　午前

の部

2022/11/22 (火)

～

2022/12/23 (金)

10:30～12:00 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)

～

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

54 第6回　市民水泳プラス教室

2022/11/22 (火)

～

2022/12/23 (金)

12:00～13:30 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)

～

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

55 第6回　ウォータビクス教室

2022/11/22 (火)

～

2022/12/23 (金)

13:30～14:30 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)

～

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

56
第6回　市民水泳教室　午後

の部

2022/11/22 (火)

～

2022/12/23 (金)

18:30～20:00 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)

～

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

57
北海道医療大学・当別町連携

講座
2022/11/24 (木) 10:00～12:00 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

58
私たちの生活に変革を！家庭

でできる取り組みとは
2022/11/24 (木) 10:00～12:00 1回

SDGsの広義の意味で環境にスポット

を当て「気候変動と私たちのくら

し」を考える全3回シリーズの3回目

先着

50名

札幌エルプラザ２階 環境

研修室1.2 (札幌市北区北8

条西3丁目 札幌エルプラザ

2階)

開始日：

2022/10/18 (火) 

08:45～より受付

定員になり次第締

切

電話 600円
公益社団法人

札幌消費者協会

011-728-8300

ssk003@sapporo-

shohisha.or.jp

6



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

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

～

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

60
第6回　水中ウォーキング教

室　昼の部

2022/11/24 (木)

～

2022/12/29 (木)

12:00～13:15 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)

～

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

61
第6回　ゆっくりゆっくり水

泳教室

2022/11/24 (木)

～

2022/12/29 (木)

13:30～14:30 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)

～

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

62
音更町高齢者大学・大学院合

同11月午前講座
2022/11/25 (金) 10:30～12:00 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

63

【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)

2022/12/09 (金)
18:30～20:00 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)

～

2022/11/22 (火) 

FAX,HP,(短

大HP内の受

付フォーム

または申込

用紙にて

FAX・郵送)

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)

64
【北海道教育大学 一般公開

講座】たいそう広場

2022/11/25 (金)

2022/12/09 (金)

2022/12/23 (金)

2023/01/20 (金)

2023/02/03 (金)

10:30～12:00 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)

～

2022/11/02 (水)

FAX,Eメー

ル,HP(申込

方法など

は、下記担

当グループ

まで)

2,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-somu@j.hokkyo

dai.ac.jp

65

日本医療大学 生涯学習講座

「転倒予防とリハビリテー

ション」

2022/11/26 (土) 10:00～11:30 1回
転倒予防とリハビリテーションにつ

いて学びます。
20名

月寒公民館 (札幌市豊平区

月寒中央通7丁目)

2022/10/01 (土)

～

2022/11/26 (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

66
北海道医療大学　臨床心理学

科同窓会セミナー
2022/11/26 (土) 10:00～12:00 全1回

「発達障害傾向のある方への接客マ

ナー研修の取り組みについて」と題

した講演です。

100名 YouTubeライブ配信
終了日：

2022/11/24 (木)

グーグル

フォーム

(https://for

ms.gle/Tep

TBH748dqiF

w7y9)

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

67
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) 13:30～15:30 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

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

68 落款作成講習会 2022/11/26 (土) 13:30開始 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(090-

4874-8303)
500円

札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

yukimikiwaiwai@outlook.j

p
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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

69
誰でも簡単！ヘアアレンジ体

験
2022/11/26 (土) 14:00～15:30 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名

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

112196272

112196271

info@sapporo.belle.ac.jp

70
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) 10:00～12:00 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)

～

2022/11/26 (土) 

申込多数の場合は

抽選

電話,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

71

[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) 13:30～15:30 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

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

72
一年を通じて味わう　お手軽

おつけもの教室
2022/11/28 (月) 10:00～12:00 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,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

73
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) 18:30～20:00 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

sapporo55ビル5階)

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

74
2018年胆振東部地震の地盤

変動の全容
2022/12/03 (土) 13:30～15:30 1回

北海道胆振東部地震の地盤変動の結

果を解説すると共に、今後の地震防

災の対策改善や意識向上に寄与す

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 北海道立道民活動セン

ター)

2022/11/05 (土)

～

2022/11/30 (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

75
クリスマスリース＆吊るし飾

りのご案内
2022/12/03 (土) 13:30～15:30 1回

フェルトや厚紙を使い簡単なリース

とクリスマスバージョンの吊るし飾

りを作ります。

先着

15名

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：

2022/12/02 (金)

電話(090-

2810-0574)
500円

札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

yukimikiwaiwai@outlook.j

p

76
北海道医療大学　ちょっと役

立つ看護の知恵　第6回
2022/12/03 (土) 14:00～16:00 全6回

「突然死を防ぐために知っておきた

い知識」と題し、本学教員（専門看

護師有資格者）がお話します。

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：

2022/11/28 (月)

本学指定の

URLにアク

セスし、申

込フォーム

より

無料 北海道医療大学
0133-23-1129

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

77
利用講座　映像によみがえる

北海道　「北千島」
2022/12/03 (土)

14:00～16:00 

13:30受付
1回

1937年、道庁拓殖部長を団長に結成

された北千島調査隊の目的は？　当

時の映像と記録からひもときます。

30名
北海道立図書館 (江別市文

京台東町41)

2022/11/08 (火)

～

2022/11/25 (金) 

※定員になり次第

終了

電話,FAX,E

メール,来館
無料 北海道立図書館

011-386-8523

011-386-6906

hoppokouza@library.pref.h

okkaido.jp

78
手作りお菓子に挑戦！　おう

ちでスイーツ②
2022/12/03 (土) 13:30～15:30 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：

2022/11/02 (水)

電話,HP,窓

口
材料費800円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.

com
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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

ニック・ヴイチチさんの「い

じめをとめる方法」のスピー

チ

2022/12/03 (土) 
09:30～11:30 1回

ニック・ヴイチチさんのカリフォル

ニアの高校での「いじめをとめる方

法」の講演を紹介する。

15名

北海道情報大学 松尾記念

館 実習室2 (江別市西野幌

59番2)

2022/11/07 (月)

～

2022/11/18 (金) 

FAX,Eメー

ル,HP,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

80
しめ飾りづくり体験会～公園

のスゲを使って～①
2022/12/04 (日) 10:00～12:00 1回

公園内で栽培・収穫したスゲを使っ

てしめ飾りをつくる。

（①12月4日か②12月11日のどちらか

1回のみ受講いただけます。）

10名
北海道立道南四季の杜公園

(函館市亀田中野町199-2)

2022/11/04 (金)

～2022/12/03

(土) 

申込多数の場合は

抽選

電話,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

81

[蔵出し展関連 連続講座]「久

保寺逸彦文庫を見る/読む/聞

く」③

2022/12/04 (日) 13:30～15:30 1回

久保寺逸彦氏の研究成果から、『ア

イヌ語・日本語辞典稿』と『神謡・

聖伝の研究』を取り上げて紹介しま

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：

2022/11/05 (土) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

82

シニア勉強会「冬の乗り越え

方、身体の使い方」背骨コン

ディショニング

2022/12/05 (月) 10:00～12:00 1回
自宅で過ごす時間が増える冬を乗り

越えるための知識を学びます。
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)

2022/11/01 (火)

～

2022/12/02 (金)

電話,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

83

國學院大學北海道短期大学部

オープンカレッジ「冬の大人

の野遊び入門」

2022/12/05 (月)

～

2023/01/23 (月)

13:10～14:40 5回

スノーシュー体験、スキーハイク体

験、雪上タープ設営、雪崩ビーコン

体験などを実践的に学びます。

國學院大學北海道短期大学

部 (滝川市文京町3丁目1番

1号)

2022/05/09 (月)

～

2022/12/04 (日)

電話,FAX,所

定の申込用

紙

5,000円
國學院大學北海

道短期大学部

0125-23-4111

0125-23-5590

84
アンガーマネジメント講座

（初心者編）
2022/12/06 (火) 18:30～20:00 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

sapporo55ビル5階)

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

85
神居百寿大学講座「音楽療

法って何？」
2022/12/07 (水) 10:00～12:00 1回 「音楽療法って何？」 40名

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)

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.

hokkaido.jp

86 農業・生活と野生動物 2022/12/07 (水) 10:00～16:00 1回

農業・生活と野生動物のかかわりに

ついて過去・現在を理解し、生態系

に対する多様な考えをもつ。

250

拓殖大学北海道短期大学

(深川市メム4558 拓殖大学

北海道短期大学)

2022/10/01 (土)

～

2022/11/25 (金)

HP,FAX,QR

Ｑコード
無料

拓殖大学北海道

短期大学

0164-23-4111

0164-23-4411

kouhou@takushoku-

hc.ac.jp

87

くらしのセミナー第７回

「食べ続けるための口腔ケア

～在宅歯科医療をご存じです

か？～」≪オンライン配信あ

り≫

2022/12/07 (水) 13:00～15:00 全7回

健康に生活するために重要な口腔衛

生や嚥下機能、在宅で利用できる歯

科医療の現状について学習します。

(アーカイブ配信12/7 19:00～12/8

09:00、12/9 09:00～12/12 09:00）

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 北海道庁別館西棟)

2022/11/21 (月)

～

2022/12/02 (金)

電話,FAX,E

メール,HP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

88
第6回　きっちり4泳法マス

ターコース

2022/12/07 (水)

～

2023/01/18 (水)

10:30～12:00 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)

2022/11/16 (水)

～

2022/11/30 (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

89

食の講座Ⅱ　「食品と調理を

物理と化学から考える”分子

Gastronomy講座”」

2022/12/10 (土) 10:00～11:30 1回

毎日の料理が楽しくなる物理と化学

のちょっとした知識をお話ししま

す。

50名
酪農学園大学 (江別市文京

台緑町582番地)

2022/04/01 (金)

～

2022/11/18 (金)

電話,FAX,E

メール,HP,

はがき

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

9



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

90
北広島市でみつかった貝の化

石で標本をつくろう！
2022/12/10 (土) 13:30～15:30 1回

北広島市でみつかる化石を学び、砂

の中から貝の化石を探して、ホンモ

ノの化石標本をつくります！

先着

20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：

2022/11/11 (金) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

91
ジュニアイングリッシュキャ

ンプ

2022/12/10 (土)

～

2022/12/11 (日)

10日 13:00～

11日 12:00
1回

子どもたちに英語や異文化に触れる

機会の提供をとおし、グローバル人

材としての素地を養う。

30名

北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル砂川 (砂川

市北光496-25)

2022/11/09 (水)

～

2022/11/16 (水)

HP
小学生 2,500円

保護者 4,200円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル砂川

0125-53-2246

0125-53-3012

sunagawa@cocoa.ocn.ne.j

p

92
しめ飾りづくり体験会～公園

のスゲを使って～②
2022/12/11 (日) 10:00～12:00 1回

公園内で栽培・収穫したスゲを使っ

てしめ飾りをつくる。

（①12月4日か②12月11日のどちらか

1回のみ受講いただけます。）

10名
北海道立道南四季の杜公園

(函館市亀田中野町199-2)

2022/11/04 (金)

～2022/12/10

(土) 

申込多数の場合は

抽選

電話,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

93
アイヌ語講座（全4回）（第

一回）
2022/12/11 (日) 13:30～15:30 1回

４回連続のアイヌ語講座です。アイ

ヌ語の物語を読みながら、アイヌ語

の文法を学びましょう。

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：

2022/11/12 (土) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

94
シニアライフのレクリェー

ション
2022/12/11 (日) 13:30～15:30 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)

終了日：

2022/12/07 (水) 

定員になり次第締

切

電話,FAX 300円
札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385(携帯)

011-694-0726(電話・FAX)

0133-74-6198(FAX)

95

苫小牧歩こう会　沼ノ端住宅

地ウォーク（１０kmコー

ス）

2022/12/12 (月) 09:30開始 1回
沼ノ端神社、沼ノ端中央地区、東開

町、JR沼ノ端駅
なし 沼ノ端交流センター 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

96
苫小牧歩こう会　沼ノ端住宅

地ウォーク（6kmコース）
2022/12/12 (月) 09:30開始 1回

沼ノ端神社、沼ノ端中央地区、JR沼

ノ端駅
なし 沼ノ端交流センター 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

97
新渡戸遠友館（仮称）建設支

援　「連続講座」（6）
2022/12/13 (火)

13:30～15:30 

開場13:00
1回

「新渡戸稲造とソクラテス」 

ソクラテスの人と生に照らして、新

渡戸の人と生を吟味します。

40名

愛生舘サロン (札幌市中央

区南1条西5丁目8番地 愛生

舘ビル 6階)

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

98
音更町高齢者大学12月午前

講座
2022/12/15 (木) 10:30～12:00 1回

「日本の書道史Ⅲ」　日本の書の歴

史を学ぶ。
80名

音更町文化センター (音更

町木野西通15丁目8)

終了日：

2022/12/08 (木)
電話 無料

音更町教育委員

会

0155-42-2111

0155-42-6288

shougaigakusyu@town.oto

fuke.hokkaido.jp

99
北の歴史塾⑦　北海道暮らし

のルーツ
2022/12/15 (木) 13:30～15:30

全

10回
箱館開港、市場、西洋農業 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：

2022/12/13 (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

100

冬のインテリアフラワーを楽

しもう　ハーバリウム体験教

室①

2022/12/16 (金) 10:00～11:00 1回

冬の間も色とりどりに楽しめるお花

のインテリア「ハーバリウム」を作

る。

10名
函館市女性センター (函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/11/17 (木)

電話,HP,窓

口
材料費1,500円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.

com

10



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

101
音更町高齢者大学院１２月午

前講座
2022/12/16 (金) 10:30～12:00 1回

「中国の書道史Ⅰ」　中国の書の歴

史を学ぶ。
40名

音更町文化センター (音更

町木野西通15丁目8)

終了日：

2022/12/09 (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

102

冬のインテリアフラワーを楽

しもう　ハーバリウム体験教

室②

2022/12/16 (金) 11:30～12:30 回

冬の間も色とりどりに楽しめるお花

のインテリア「ハーバリウム」を作

る。

10名
函館市女性センター (函館

市東川町11番12号)

開始日：

2022/11/17 (木)

電話,HP,窓

口
材料費1,500円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.

com

103
音更町高齢者大学院12月午

後講座
2022/12/16 (金) 13:00～14:30 1回

「介護予防」　介護予防について知

るとともに体験する。
40名

帯広大谷短期大学 (音更町

希望が丘3番地3)

終了日：

2022/12/09 (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

104
大雪スノーパーク～バイアス

ロンを体験しよう～
2022/12/17 (土) 09:00～16:00 1回

地域と連携を図り大雪のフィールド

と冬の特性を生かした活動を通して

野外活動に興味関心を持つ機会とす

る。

30名

国立大雪青少年交流の家

(美瑛町字白金 国立大雪青

少年交流の家)

2022/11/25 (金)

～

2022/12/02 (金)

申込フォー

ム
200円

独立行政法人国

立青少年教育振

興機構 国立大雪

青少年交流の家

0166-94-3121

0166-94-3223

taisetsu-suishinshitsu@

niye.go.jp

105
トーク＆レクチャー　オープ

ニング・トーク
2022/12/17 (土) 10:00～10:40 1回

展覧会関連事業。北網圏北見文化セ

ンター学芸員によるギャラリー・

トーク。

北海道立帯広美術館 主展

示室 (帯広市緑ヶ丘2)
申込不要 申込不要

一般700円、大学

生400円、高校生

以下無料

北海道立帯広美

術館

0155-22-6963

0155-22-4233

oibi.11@pref.hokkaido.lg.j

p

106
皮とフェルトでつくるカレン

ダー
2022/12/17 (土) 10:00～12:00 1回

当館解説員の菅原章子を講師に、皮

とフェルトを使って1年通して使える

カレンダーを作ります。

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：

2022/12/16 (金)

はがき,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

107

美幌博物館講座（芸術編）夢

幻博物館へようこそ（体験

会）

2022/12/17 (土) 10:00～12:00 1回

凹凸のある物で描く技法「フロッ

タージュ」で、生きものを描きま

す。

12名
美幌博物館 1階講座室 (美

幌町字美禽253-4)

2022/12/01 (木)

～

2022/12/16 (金)

電話 100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.hok

kaido.jp

108
アイヌの英雄叙事詩を聞く?

うたと言葉
2022/12/17 (土) 13:30～15:30 1回

アイヌの英雄叙事詩について、語る

技巧について学んだうえで実際の語

りを鑑賞します。

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：

2022/11/18 (金) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

109
博物館講座「大地が語る十勝

の自然史」
2022/12/17 (土) 14:00～16:00 1回

十勝の成り立ちや地形・地質につい

て、最新の研究成果を紹介します。

先着

50名

帯広百年記念館 2号室 (帯

広市緑ヶ丘2番地)
電話 無料 帯広百年記念館

0155-24-5352

0155-24-5357

museum@city.obihiro.hokk

aido.jp

110
大雪スノーパーク～バイアス

ロンを体験しよう～
2022/12/18 (日) 09:00～16:00 1回

地域と連携を図り大雪のフィールド

と冬の特性を生かした活動を通して

野外活動に興味関心を持つ機会とす

る。

30名

国立大雪青少年交流の家

(美瑛町字白金 国立大雪青

少年交流の家)

2022/11/25 (金)

～

2022/12/02 (金)

申込フォー

ム
200円

独立行政法人国

立青少年教育振

興機構 国立大雪

青少年交流の家

0166-94-3121

0166-94-3223

taisetsu-suishinshitsu@

niye.go.jp

111
博物館で新年祈願!?　日本の

画材で絵馬づくり
2022/12/18 (日) 13:30～16:00 1回

絵馬の歴史をひもときながら、日本

の伝統的な画材でオリジナル絵馬を

つくります。

先着

10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：

2022/11/19 (土) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

11



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

112

トーク＆レクチャー　特別展

セミナー「香川軍男と景川弘

道」

2022/12/18 (日) 14:00～15:00 1回
展覧会関連事業。当館主任学芸員に

よるレクチャー。

北海道立帯広美術館 講堂

(帯広市緑ヶ丘2)
申込不要 申込不要 無料

北海道立帯広美

術館

0155-22-6963

0155-22-4233

oibi.11@pref.hokkaido.lg.j

p

113
第5回　少年少女わんぱく水

泳教室

2022/12/18 (日)

～

2023/02/12 (日)

第1部

13:30～14:30

第2部

14:30～15:30

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)

2022/11/26 (土)

～

2022/12/10 (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

114

【北海道教育大学一般公開講

座】異文化コミュニケーショ

ンからみた英語と日本語

2022/12/18 (日) 

12月18日（日）
09:00～16:10 1回

グローバル時代の英語について、英

語や日本語の簡単な表現を比較して

楽しく学びませんか。

50名

北海道教育大学函館校 (教

室未定) (函館市八幡町1番2

号)

2022/09/01 (木)

～2022/11/30

(水)

FAX,Eメー

ル(詳細は下

記担当グ

ループまで)

2,000円 北海道教育大学

0138-44-4219

0138-44-4382

hak-gakumu@j.hokkyo

dai.ac.jp

115

第34回労文協リレー講座

（全6回）3回目　日本の

ジェンダー格差を働き方から

考える

2022/12/20 (火) 18:00～20:00 1回

日本のジェンダー格差を埋めるため

に、本当に必要な働き方の変革を考

える。

(オンライン受講は

https://roubunkyou.jp)

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

北海道自治労会館)

未定

電話,FAX,E

メール,HP,

はがき,直接

会場

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

116

CT？MRI？PETの違いって

何？　病院で行う画像検査を

詳しく知ろう

2022/12/20 (火) 18:30～20:00 １回

病院で受けることが出来る画像検査

（CT・MRI・PET等）の仕組みや目

的等をわかりやすく解説します。

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 緑苑ビル4階

(株)SCC北海道支店内)

2022/11/28 (月)

～

2022/12/09 (金) 

FAX,Eメー

ル,HP,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

117
北海道医療大学・当別町連携

講座
2022/12/23 (金) 10:00～12:00 1回

「健康寿命の伸ばし方からセラ

チューブ体操と栄養について」と題

した講座です。

当別

町民

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：

2022/12/09 (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

118

日本医療大学 生涯学習講座

「あんしん生活支援技術ーか

らだに負担をかけないため

にー」

2022/12/24 (土) 10:00～11:30 1回
あんしん生活支援技術ーからだに負

担をかけないためにー
20名

月寒公民館 (札幌市豊平区

月寒中央通7丁目)

2022/11/01 (火)

～

2022/12/24 (土)

はがき,直接

会場,電

話,FAX,E

メール,HP

無料 日本医療大学

011-351-6100

011-351-6160

kouza@jhu.ac.jp

119
アイヌ語講座（全4回）（第

二回）
2022/12/25 (日) 13:30～15:30 1回

４回連続のアイヌ語講座です。アイ

ヌ語の物語を読みながら、アイヌ語

の文法を学びましょう。

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：

2022/11/12 (土) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

120
第4回　きっちり4泳法ナイ

トコース

2022/12/28 (水)

～

2023/03/22 (水)

18:30～20:00 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)

2022/11/30 (水)

～2022/12/21

(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

121
第4回　ウォータビクスナイ

ト教室

2022/12/28 (水)

～

2023/03/22 (水)

20:00～20:40 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)

2022/11/30 (水)

～

2022/12/21 (水)

直接会場 4,500円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.

com
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