
※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。

令和4年度講座情報冊子（12・1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



 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
鉄道１５０年記念『ニセコ鉄道遺産

群と北海道の近代』
2022/12/03 (土)

14:00から

16:00
1回

「ニセコ遺産鉄道群」や山線の北

海道の近代に果たした意義
40名

かでる2・7ビル　10階1060会

議室(札幌市中央区北2条西7丁

目)

定員になり次第締切

はがきで,電話

で,FAXで,Eメール

で,HPで(事前申し込

みが必要です)

一般700円

保護協会会

員無料

（一財）北海道

文化財保護協会

011-271-4220

011-271-4220

bunho@abelia.ocn.ne.jp

2 エンジョイ！パラスポ 2022/12/03 (土)
09:30から

16:30
1回

ボッチャや車いすバスケットのパ

ラスポーツを体験し、多様性を認

め合う社会づくりの醸成を図りま

す

20名
サン・アビリティーズくしろ

(釧路市鳥取南7丁目2-20)
電話で,HPで 300円

北海道立青少年

体験活動支援施

設ネイパル厚岸

0153-52-1151

0153-52-1152

napal.akkeshi@gmail.com

3
手作りお菓子に挑戦！　おうちでス

イーツ②

2022/12/03 (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：2022/11/02

(水)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)

材料費

800円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

4
[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から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

5
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から

12:00

1回（①12月4日

②12月11日のど

ちらか１回のみ

受講いただけま

す。

公園内で栽培・収穫したスゲを

使ってしめ飾りをつくる。
10名

北海道立道南四季の杜公園(函

館市亀田中野町199-2)

2022/11/04 (金)から

2022/12/03 (土) 

申込多数の場合は抽選

（抽選日11月１8日）

その他,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

6

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から

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名

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)から

2022/12/02 (金)

電話で,Eメール

で,HPで

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

7

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)

から2023/01/23

(月)

13:10から

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)から

2022/12/04 (日)

電話で,FAXで,その

他(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

8
アンガーマネジメント講座（初心者

編）
2022/12/06 (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sapporo55

ビル5階)

随時受付
電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで
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

9 令和4年度北見工業大学公開講座 2022/12/07 (水)
19:00から

20:30
1回 冬季スポーツと健康

先着30名

（完全事

前予約

制）

北見工業大学　1号館1階・

A105講義室(北見市公園町165

番地)

2022/11/24 (木)から

2022/12/05 (月)

電話で(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

10
神居百寿大学講座「音楽療法って

何？」
2022/12/07 (水)

10:00から

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)

その他(神居公民館

直接)

年間4,000

円

旭川市神居公民

館

0166-61-2575

0166-61-8294

kamui_ph@city.asahikawa.hok

kaido.jp

1



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

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から

15:00 

アーカイブ

配信12/7

19:00～

12/8

09:00、

12/9 09:00

～12/12

09:00）

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。

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)から

2022/12/02 (金)

その他,電話で,FAX

で,Eメールで(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

12
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から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

13 ダンスをしよう 2022/12/11 (日)
13:30から

15:30
９回目

音楽に合わせてルンバやフラダン

スをし、簡単なゲームをして楽し

みます。

２０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)

2022/12/06 (火)から

2022/12/10 (土)
電話で,FAXで ３００円

札幌レクリエー

ション協会

9013853385

011-694-0726

mikiyuki2011@gmail.com

14 シニアライフのレクリェーション 2022/12/11 (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：2022/12/07

(水) 

定員になり次第締め切

り

電話で,FAXで(090-

1385-3385（携帯）

／011-694-0726

（電話・FAX）／

0133-74-6198

（FAX）)

300円
札幌レクリエー

ション協会

090-1385-3385

011-694-0726

15
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から

12:00

1回（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。）

公園内で栽培・収穫したスゲを

使ってしめ飾りをつくる。
10名

北海道立道南四季の杜公園(函

館市亀田中野町199-2)

2022/11/04 (金)から

2022/12/10 (土) 

申込多数の場合は抽選

（抽選日11月18日）

電話で,その他(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

16
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)

開始時刻：

09:30
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.jp

17
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)

開始時刻：

09:30
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.jp

18 みんなの茶の間　オープンカレッジ 2022/12/12 (月)
10:30から

12:00
1回

お金の話や暮らしに関わるテーマ

を少人数で分かりやすくお話しま

す。

10名

札幌市里塚・美しが丘地区セ

ンター(札幌市清田区里塚2条5

丁目1-1)

2022/11/11 (金)から

2022/12/09 (金) 

当日可能

電話で,FAXで,Eメー

ルで,直接会場で
無料

札幌市里塚・美

しが丘地区セン

ター

011-888-5005

011-792-0444

satomi@arrow.ocn.ne.jp

19
新渡戸遠友館（仮称）建設支援

「連続講座」（6）
2022/12/13 (火)

13:30から

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

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で

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

2



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

20
子どもと「国境の街稚内」を考える

＜平和教育＞
2022/12/14 (水)

18:00から

19:30
1回

「子育て平和都市宣言」の街稚内

における「平和」の取り組みを

様々な事例をもとに探ります

20名

育英館大学　本館3階301教室

(稚内市若葉台1丁目2290番地

28)

2022/11/01 (火)から

2022/12/12 (月)
HPで 無料 育英館大学

0162-32-7511

0162-32-7500

gakushu@ikueikan.ac.jp

21

わかりやすい健康に関する情報講座

「こころを元気に保つセルフケア

～眠れてる？睡眠は知らず知らずに

忍び寄るストレスのバロメーター

～」

2022/12/14 (水)

14:00から

16:00 

※受付開始

13:30

1回

北海道江別保健所から講師をお招

きし、健康に関するテーマでお話

いただく講座です。

20名
北海道立図書館　研修室(江別

市文京台東町41)

2022/11/17 (木)から

2022/12/13 (火) 

※定員になり次第締切

電話で,FAXで,Eメー

ルで,その他(来館に

よる申込可)

無料 北海道立図書館

011-386-8522（一般資料室）

011-386-6906

do_kouza@library.pref.hokkai

do.jp

22
古文書に見る北を目指した3人の男

～武四郎、龍馬、榎本～
2022/12/14 (水)

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丁目かでる2・7)

2022/05/20 (金)から

2022/12/14 (水)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,はがきで,直接

会場で

1講座500

円（賛助会

員は1講座

につき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

23
北の歴史塾⑦　北海道暮らしのルー

ツ
2022/12/15 (木)

13:30から

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)
電話で,FAXで

1,000円

（資料代含

む）

北の歴史塾　森

山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

24 音更町高齢者大学12月午前講座 2022/12/15 (木)
10:30から

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)
電話で 無料

音更町教育委員

会

0155-42-2111

0155-42-6288

shougaigakusyu@town.otofuk

e.hokkaido.jp

25 音更町高齢者大学院１２月午前講座 2022/12/16 (金)
10:30から

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)
電話で 無料

音更町教育委員

会

0155-42-2111

0155-42-6288

shougaigakusyu@town.otofuk

e.hokkaido.jp

26 皮とフェルトでつくるカレンダー 2022/12/17 (土)
10:00から

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)

はがきで,電話

で,FAXで,Eメールで
無料

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

27
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から

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)から

2022/12/16 (金)

電話で(申込は美幌

博物館（0152-72-

2160）まで)

100円 美幌博物館

0152-72-2160

0152-72-2162

museum@town.bihoro.hokkai

do.jp

28 しめ飾りづくりと凧づくり体験教室 2022/12/17 (土)

10:00から

14:30 

現地集合

(9:50) ・

現地解散

1回

和文化について体験を通して、保

護者と一緒に学ぶ楽しい歴史・文

化教室です。

親子20名

北海道開拓の村(札幌市厚別区

厚別町小野幌50番1旧札幌停車

場第２ホール・広場)

定員になり次第締切
電話で,FAXで,Eメー

ルで

大人1,200

円（入館

料、保険、

材料費）※

65歳以

上、年間パ

スポート持

参の方500

円　子ども

500円（保

険、材料

費）

一般財団法人北

海道文化財保護

協会

011-271-4220

011-271-4220

bunho@abelia.ocn.ne.jp

3



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

29
トーク＆レクチャー　オープニン

グ・トーク
2022/12/17 (土)

10:00から

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.jp

30
アイヌの英雄叙事詩を聞く?うたと

言葉
2022/12/17 (土)

13:30から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

31
博物館講座「大地が語る十勝の自然

史」
2022/12/17 (土)

14:00から

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)
電話で 無料 帯広百年記念館

0155-24-5352

0155-24-5357

museum@city.obihiro.hokkaid

o.jp

32
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から

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)から

2022/12/02 (金)

その他(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

33
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から

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)から

2022/12/02 (金)

その他(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

34
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から

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.jp

35 第5回　少年少女わんぱく水泳教室

2022/12/18 (日)

から2023/02/12

(日)

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)

2022/11/26 (土)から

2022/12/10 (土)
直接会場で 3,900円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

36
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から

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)から

2022/12/09 (金) 

令和4年11月28日

（月）から12月9日

（金）

その他,FAXで,Eメー

ルで,HPで(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

37

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から

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。

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

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で,その他

(オンライン受講申

し込みの方は、

https://roubunkyou.

jp)

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.jp
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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

38
古文書に見る北を目指した3人の男

～武四郎、龍馬、榎本～
2022/12/21 (水)

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(北海道標

津郡標津町南1条西5丁目5番3

号標津町生涯学習センターあ

すぱる)

2022/04/01 (金)から

2022/12/21 (水)

電話で,FAXで,はが

きで,直接会場で

1講座500

円（賛助会

員は1講座

につき100

円引き）

標津町生涯学習

センター

0153-82-2900

0153-82-2901

39
古文書に見る北を目指した3人の男

～武四郎、龍馬、榎本～
2022/12/21 (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フィー

ル旭川7階)

2022/05/20 (金)から

2022/12/21 (水)

はがきで,直接会場

で,電話で,FAXで,E

メールで

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

40 北海道医療大学・当別町連携講座 2022/12/23 (金)
10:00から

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)
電話で,Eメールで 無料 北海道医療大学

0133-23-1129

0133-22-1835

nice@hoku-iryo-u.ac.jp

41

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から

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)から

2022/12/24 (土)

はがきで,直接会場

で,電話で,FAXで,E

メールで,HPで

無料 日本医療大学

011-351-6100

011-351-6160

kouza@jhu.ac.jp

42 アイヌ語講座（全4回）（第二回） 2022/12/25 (日)
13:30から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

43 第4回　きっちり4泳法ナイトコース

2022/12/28 (水)

から2023/03/22

(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)

2022/11/30 (水)から

2022/12/21 (水)
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

44 第4回　ウォータビクスナイト教室

2022/12/28 (水)

から2023/03/22

(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)

2022/11/30 (水)から

2022/12/21 (水)
直接会場で 4,500円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

45 第7回　ゆっくりゆっくり水泳教室

2023/01/05 (木)

から2023/02/13

(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)

2022/12/19 (月)から

2022/12/29 (木)
直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

46
第7回　水中ウォーキング教室　昼

の部

2023/01/05 (木)

から2023/02/13

(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)

2022/12/19 (月)から

2022/12/29 (木)
直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

47
第4回　水中ウォーキング教室　夜

の部

2023/01/05 (木)

から2023/03/23

(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)

2022/12/01 (木)から

2022/12/22 (木)
直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

5



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

48
冬休み・親子でチャレンジ　羊毛

フェルト教室

2023/01/06 (金) 10:00から

12:00
1回

親子で一緒に羊毛フェルトを作製

し、冬休みの自由研究などに役立

てる。

10組20名
函館市女性センター(函館市東

川町11番12号)

開始日：2022/12/06

(火)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
1組500円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

49 第7回　市民水泳教室　午前の部

2023/01/06 (金)

から2023/02/10

(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)

2022/12/13 (火)から

2022/12/23 (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

50 第7回　市民水泳プラス教室

2023/01/06 (金)

から2023/02/10

(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)

2022/12/13 (火)から

2022/12/23 (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

51 第7回　ウォータビクス教室

2023/01/06 (金)

から2023/02/10

(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)

2022/12/13 (火)から

2022/12/23 (金)
直接会場で 5,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

52
こども考古学教室　まいぶん遺跡探

検隊（第3次）
2023/01/07 (土)

13:30から

15:30
1回

ふれる・つくる・かんがえる体験

をとおして、大昔の生活を学びま

す。

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)

2022/12/07 (水)から

2023/01/06 (金) 

定員になり次第締切

電話で 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

53 アイヌ語講座（全4回）（第三回） 2023/01/08 (日)
13:30から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

54
新渡戸遠友館（仮称）建設支援

「連続講座」（7）
2023/01/10 (火)

13:30から

15:30 

開場13:00

1回

「第5回稲造サミット・札幌（2022

年11月3日実施予定）を振り返っ

て」 

?スライド・資料により?

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

はがきで,直接会場

で,電話で,FAXで,E

メールで,HPで

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

55
アンガーマネジメント講座（初心者

編）
2023/01/10 (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sapporo55

ビル5階)

随時受付
電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで
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

56
第4回　ゆっくり4泳法マスターコー

ス

2023/01/11 (水)

から2023/03/22

(水)

12:00から

13:30
9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)

2022/12/07 (水)から

2022/12/28 (水)
直接会場で 4,320円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com
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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

57
【北海道教育大学 一般公開講座】た

いそう教室

2023/01/12 (木)

から2023/02/02

(木) 

令和5年1月12日

（木）、1月19日

（木）、1月26日

（木）、2月2日

（木）

18:00から

19:30
4回

マット運動，跳び箱運動，鉄棒運

動の基礎的な技を学習します。
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)

2022/12/01 (木)から

2022/12/22 (木)

FAXで,Eメール

で,HPで,その他(受講

の申し込み方法など

は、下記担当グルー

プまでお問い合わせ

ください。)

2,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-somu@j.hokkyodai.ac.jp

58 第4回　バラエティコース

2023/01/13 (金)

から2023/03/24

(金)

10:30から

12:00
10回

50ｍプールを使用し、「横泳ぎ・

立ち泳ぎ」を基本から指導する、

ひと味違う内容の教室です。

30名
函館市民プール(函館市千代台

町22-25)

2022/11/25 (金)から

2022/12/16 (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

59 初めての歩くスキーツアー 2023/01/14 (土)
10:00から

12:00
1回

当館主任学芸員の中田篤を講師

に、歩くスキーの講習会を行いま

す。

20名

北海道立オホーツク公園　セ

ンターハウス(網走市字潮見

297-2)

終了日：2023/01/13

(金)

電話で,FAXで,Eメー

ルで

100円（保

険料）

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

60
ふるさと歴史講座　勇武津不動堂の

「妙見堂」扁額
2023/01/14 (土)

14:00から

15:30
1回

勇払にある不動堂「妙見堂」扁額

に意味するものを考察する。
15名

苫小牧市勇武津資料館(苫小牧

市字勇払132番地の32)

2022/12/14 (水)から

2023/01/13 (金)
電話で,直接会場で 無料

苫小牧市勇武津

資料館

0144-56-0201

0144-56-0201

y-

siryo@city.tomakomai.hokkaid

o.jp

61
こども考古学教室　まいぶん遺跡探

検隊（第4次）
2023/01/14 (土)

13:30から

15:30
1回

ふれる・つくる・かんがえる体験

をとおして、大昔の生活を学びま

す。

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)

2022/12/14 (水)から

2023/01/13 (金) 

定員になり次第締切

電話で 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

62 第4回　サタディナイトコース

2023/01/14 (土)

から2023/03/25

(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)

2022/11/26 (土)から

2023/01/07 (土)
直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

63 第4回　専科コース

2023/01/14 (土)

から2023/03/25

(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)

2022/11/26 (土)から

2022/12/17 (土)
直接会場で 4,800円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com

64
映画上映会　あるカメラ愛好家が撮

影した戦前・戦後の札幌
2023/01/15 (日)

13:30から

15:30
1回

戦前期に札幌狸小路でダイヤ洋品

店を営んでいた菱昌七が撮影し

た、当時の札幌などの記録映像を

上映します。

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：2022/12/17

(土) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

65 みんなの茶の間　オープンカレッジ 2023/01/16 (月)
10:30から

12:00
1回

お金の話や暮らしに関わるテーマ

を少人数で分かりやすくお話しま

す。

10名

札幌市里塚・美しが丘地区セ

ンター(札幌市清田区里塚2条5

丁目1-1)

2022/12/11 (日)から

2023/01/14 (土) 

当日可能

直接会場で,電話

で,FAXで,Eメールで
無料

札幌市里塚・美

しが丘地区セン

ター

011-888-5005

011-792-0444

satomi@arrow.ocn.ne.jp
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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

68

【北海道教育大学　現職教員等公開

講座】器械運動の指導が苦手な先生

のための実技研修

2023/01/16 (月)

から2023/01/30

(月) 

令和5年1月16日

（月）、1月23日

（月）、1月30日

（月）

17:00から

19:00
3回

器械運動の指導が苦手な現職の先

生方のための実技研修です。
10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)

2022/12/01 (木)から

2022/12/22 (木)

その他,FAXで,Eメー

ルで(受講の申し込

み方法などは、下記

担当グループまでお

問い合わせくださ

い。)

2,000円 北海道教育大学

0154-44-3239

0154-44-3218

kus-somu@j.hokkyodai.ac.jp

69
家族の健康のために　からだに優し

い料理（冬）

2023/01/17 (火) 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：2022/12/15

(木)

その他,電話で,HPで

(窓口受付)

材料費

1,200円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

70

第34回労文協リレー講座（全6回）4

回目　新北海道遊里史考－開拓の影

に遊里あり－

2023/01/17 (火)
18:00から

20:00
1回

開拓の影に遊里あり。公認の女郎

屋を集める事で経済市場が創出さ

れ、都市が形成されていく様子を

追研。

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

電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで,はがきで,

直接会場で(オンラ

イン受講申し込みの

方は、

https://roubunkyou.

jp)

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.jp

71
愛する人に傷つけられる　精神的DV

の心理的影響について

2023/01/17 (火)

から2023/01/24

(火)

18:30から

20:00
2回

精神的ＤＶによる心やからだへの

影響や、身近で起こってしまった

時の対処方法などを学ぶ。

24名
函館市女性センター(函館市東

川町11番12号)

開始日：2022/12/19

(月)

電話で,HPで,その他

(窓口受付)
無料

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.com

72
北の歴史塾⑧　札幌10区、誕生の歴

史
2023/01/19 (木)

13:30から

15:30
全10回 中央区 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：2023/01/17

(火)
電話で,FAXで

1,000円

（資料代含

む）

北の歴史塾　森

山　祐吾

080-1886-1512

011-643-4947

73 ブーツ型ヨーヨー 2023/01/21 (土)
10:00から

12:00
1回

当館解説員の石原生久代を講師

に、二つのおもりを回すエスキ

モーのヨーヨーをブーツのデザイ

ンで作ります。

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：2023/01/20

(金)

電話で,FAXで,Eメー

ルで,はがきで
無料

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

74 博物館のなかで宝さがし 2023/01/21 (土)
13:30から

15:30
1回

博物館で宝さがし！指令書の謎を

解き、宝のありかがわかったら、

博物館のなかを探検して宝をみつ

けだそう！

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：2022/12/22

(木) 

事前申込、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

75 家庭でできる有機農法 2023/01/21 (土)
13:00から

15:00
1回

雪解けが待ちどおしい冬ですが、

環境にやさしい家庭菜園の方法を

紹介いたします。

30名

旭川市シニア大学　講座室(旭

川市1条通8丁目フィール旭川7

階)

開始日：2022/12/20

(火)
電話で,直接会場で 無料

旭川市シニア大

学

0166-25-0022

76 博物館講座「十勝のチャシ跡」 2023/01/21 (土)
14:00から

16:00
1回

アイヌ民族の遺跡であるチャシ跡

について、十勝管内の事例から紹

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 電話で 無料 帯広百年記念館

0155-24-5352

0155-24-5357

museum@city.obihiro.hokkaid

o.jp

77 歌と折り紙で遊ぼう 2023/01/22 (日)
13:30から

15:30
１０回目

懐メロや折り紙工作をして、脳ト

レを行います。
２０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)

2023/01/16 (月)から

2023/01/21 (土)
電話で,FAXで ３００円

札幌レクリエー

ション協会

9013853385

011-694-0726

mikiyuki2011@gmail.com
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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

78 アイヌ語講座（全4回）（第四回） 2023/01/22 (日)
13:30から

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、お電話

（011-898-0500)で受

付します。

電話で 無料 北海道博物館

011-898-0500

79
第7回　きっちり4泳法マスターコー

ス

2023/01/23 (月)

から2023/02/27

(月)

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)

2022/12/28 (水)から

2023/01/18 (水)
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

80 第4回　市民水泳50教室

2023/01/23 (月)

から2023/03/27

(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)

2022/12/12 (月)から

2023/01/16 (月)
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

81
アンガーマネジメント講座（怒りの

タイプ診断編）
2023/01/24 (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7sapporo55ビル

5階)

開催日の2日前まで
電話で,FAXで,Eメー

ルで,HPで
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 誰でも簡単！ヘアアレンジ体験 2023/01/28 (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)

はがきで,電話

で,FAXで,Eメールで
無料

札幌ベルエポッ

ク美容専門学校

112196272

112196271

info@sapporo.belle.ac.jp

83
スノーキャンドルづくり体験会～雪

を固めてキャンドルづくり～
2023/01/29 (日)

16:00から

17:00
1回

公園の雪を使いスノーキャンドル

をつくる。
30名

北海道立道南四季の杜公園(函

館市亀田中野町199-2)

2023/01/04 (水)から

2023/01/28 (土) 

定員になり次第締切

電話で,その他(直接

窓口で)
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

84
第4回　少年少女4泳法マスターコー

ス

2023/01/29 (日)

から2023/03/26

(日)

10:30から

11:45
8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)

2022/12/25 (日)から

2023/01/22 (日)
直接会場で 2,400円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.com
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