
令和4年度

講座情報冊子（2・3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
野鳥観察をメインに冬を楽し

もう
2023/02/04 (土) 09:00～11:00 1回

精進川周辺をスノーシューを履

いて野鳥や植物を観察します。
20名

精進川河畔公園(札幌市豊

平区)

2023/01/01 (日)～

2023/02/04 (土)

Cメール(ショート

メール)
300円

北海道自然観察

協議会
090-3897-9762

2
映画『オビ川の秋』から知る

ハンティのくらし
2023/02/04 (土) 10:00～11:30 1回

神戸大学講師の大石侑香氏を講

師に、映画「オビ川の秋」の上

映と解説をします。

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：

2023/02/03 (金)
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

3

縄文から弥生へ4「縄文・弥

生の社会変動と弥生布の拡

散」 令和4年度連続講座・講

演会

2023/02/04 (土) 13:30～15:30 1回

縄文から弥生への「衣」におけ

る変革について、研究を進める

講師から近年の成果をうかがい

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)

2023/01/05 (木)～

2023/02/03 (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

4
手作りお菓子に挑戦！

おうちでスイーツ③

2023/02/04 (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：

2023/01/04 (水)

その他,電話,HP,窓口

受付
1組800円

函館市女性セン

ター

0138-23-4188

0138-23-4189

info@hakodate-josen.

com

5

公開講演会

「脳の仕組みと認知アセスメ

ントで理解する発達障害の特

徴」

2023/02/05 (日) 13:30～15:00 1回

認知アセスメントと脳の仕組み

の両面から発達障害の認知的な

特徴について考えます。

30名

旭川市神楽公民館(旭川市

旭川市神楽3条6丁目神楽

市民交流センター2階)

2022/01/07 (金)～

2023/02/04 (土)

電話,Eメール,HP

(Zoom視聴希望はE

メール申込(招待URL

返信のため))

無料
放送大学北海道

学習センター

0166-22-2627

housouhokkaido@gmail.

com

6
北海道史を学ぶ会

開拓に尽くした人々⑥ー2
2023/02/08 (水) 13:30～15:30

全

4回
金成マツ、知里幸恵 36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：

2023/02/06 (月)
電話

1,000円

(資料代含む)

北海道史を学ぶ

会 森山 祐吾
080-1886-1512

7 第４回 幼児の水遊び教室
2023/02/08 (水)～

2023/03/22 (水)
15:00～16:00 5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)

2023/01/11 (水)～

2023/02/01 (水) 

2023/01/11(水)のみ

16:15～16:30

2階第1会議室

直接会場 1,500円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.

com

8
令和４年度 第11回

える夢キッズクラブ
2023/02/11 (土) 09:30～15:10 1回

科学実験や体育活動を通して、

豊かな感受性や仲間との協調性

を育む。

20名

豊頃町える夢館 ほか(中

川郡豊頃町茂岩本町166

番地)

2023/01/23 (月)～

2023/01/27 (金)
電話 50円

豊頃町教育委員

会

015-579-5801

015-579-5803

haga.hiroki@toyokoro.jp

9
連続講座

石狩大学博物学部①
2023/02/11 (土) 

13:00～15:00 

受付12:30～

全

2回

石狩研究の最新成果を紹介。石

狩生物学・石狩考古学

先着

30名

石狩市立花川北コミュニ

ティセンター(石狩市花川

北3条2丁目198-1)

2023/01/11 (水)～

2023/02/10 (金)
電話 無料

いしかり砂丘の

風資料館

0133-62-3711

0133-62-3711

bunkazaih@city.ishikari.

hokkaido.jp

10

北海道における養蚕業と

それにまつわる建物

のかたち

2023/02/12 (日) 13:30～15:30 1回

北海道で行われた養蚕業にまつ

わるさまざまな建物。なぜその

かたちになったのか、その過程

を探ります。

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：

2023/01/13 (金) 

事前申込

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 人生を豊かにするお金の知識 2023/02/12 (日) 14:00～16:00 1回

デジタル化が身近な環境にな

り、詐欺等に陥らないよう資産

運用の心構えやNISAの改正も

解説。

30名
とかちプラザ(帯広市西4

条南13丁目1)

2023/01/16 (月)～

2023/02/10 (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

12
道産大豆料理教室

《手作りみそ》

2023/02/13 (月)・

2023/03/17 (金) 

14:00～16:30 

受付13:30
2回

道産大豆を使った料理教室を開

催してします。今回は手作りみ

そ実習です。

25名

程度

札幌市男女共同参画セン

ター 料理実習室(札幌市

北区北8条西3丁目)

開催1週間前

FAX,Eメール,はがき

(参加者には電話もし

くは受付はがきを送

付する)

1,500円
北海道大豆研究

会

090-5221-3730

011-621-2278

fusako@diet-f.com

13

札幌遠友夜学校記念館建設支

援 「連続講座」(8)※延期に

なりました

2023/02/14 (火)
13:30～15:30 

開場13:00
1回

「二宮尊徳と北海道」～二宮尊

徳の報徳思想が北海道開拓に与

えた影響～

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・大学

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

14
北海道史を学ぶ会

開拓に尽くした人々⑥ー3
2023/02/15 (水) 13:30～15:30

全

4回
丸子斉、菅野豊治 36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：

2023/02/13 (月)
電話

1,000円

(資料代含む)

北海道史を学ぶ

会 森山 祐吾
080-1886-1512

15
北の歴史塾⑨

札幌10区、誕生の歴史
2023/02/16 (木) 13:30～15:30

全

10回
北区 36名

かでる2・7ビル 540研修

室(札幌市中央区北2条西

7丁目)

終了日：

2023/02/14 (火)
電話

1,000円

(資料代含む)

北の歴史塾 森山

祐吾
080-1886-1512

16
第8回 水中ウォーキング教室

昼の部

2023/02/16 (木)～

2023/03/23 (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)

2023/02/02 (木)～

2023/02/13 (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

17
第8回 ゆっくりゆっくり水泳

教室

2023/02/16 (木)～

2023/03/23 (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)

2023/02/02 (木)～

2023/02/13 (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

18
第8回 市民水泳教室

午前の部

2023/02/17 (金)～

2023/03/24 (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)

2023/01/31 (火)～

2023/02/10 (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

19 第8回市民水泳プラス教室
2023/02/17 (金)～

2023/03/24 (金)
12:00～13:30 10回

クロール・背泳ぎ・平泳ぎを２

５ｍ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)

2023/01/31 (火)～

2023/02/10 (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

20 第8回ウォータビクス教室
2023/02/17 (金)～

2023/03/24 (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)

2023/01/31 (火)～

2023/02/10 (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
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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

21
第8回 市民水泳教室

午後の部

2023/02/17 (金)～

2023/03/24 (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)

2023/01/31 (火)～

2023/02/10 (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

22 かんじき体験 2023/02/18 (土) 10:00～12:00 1回
当館学芸員の野口泰弥を講師

に、かんじきの体験をします。
12名

北海道立北方民族博物館

前庭(網走市字潮見309番

地1)

終了日：

2023/02/17 (金)

はがき,電話,FAX,E

メール
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

23
連続講座

石狩大学博物学部②
2023/02/18 (土)

13:00～15:00 

受付12:30～

全

2回

石狩研究の最新成果を紹介。石

狩民俗学・石狩歴史学

先着

30名

石狩市立花川北コミュニ

ティセンター(石狩市花川

北3条2丁目198-1)

2023/01/11 (水)～

2023/02/17 (金)
電話 無料

いしかり砂丘の

風資料館

0133-62-3711

0133-62-3711

bunkazaih@city.ishikari.

hokkaido.jp

24
令和4年度北見工業大学公開

講座
2023/02/18 (土) 13:30～15:00 1回

異文化理解講座～テーマ：アメ

リカの今を知ろう！～

※今回の講座は、全編英語の講

義となります。)

先着

30名

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)

2023/02/03 (金)～

2023/02/16 (木)

電話(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

25
ふるさと歴史講座

製紙工場のある町苫小牧
2023/02/18 (土) 14:00～15:30 1回

紙の町といわれた苫小牧がどの

ような歴史をたどってきたのか

を考える。

15名

苫小牧市勇武津資料館(苫

小牧市字勇払132番地の

32)

2023/01/18 (水)～

2023/02/17 (金)
直接会場,電話 無料

苫小牧市勇武津

資料館

0144-56-0201

0144-56-0201

y-siryo@city.tomako

mai.hokkaido.jp

26

ファイナンシャルプランナー

に学ぶ

お金の仕組み講座②

2023/02/18 (土) 14:00～16:00 1回

家計に係る知っておきたいお金

の基礎知識など、身近なお金の

仕組みを学ぶ講座。新社会人向

け。

24名
函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2023/01/19 (木)

その他,電話,HP,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

27 冬だべさ！
2023/02/18 (土)～

2023/02/19 (日)

18日13:00～

19日12:00
1回

地域におけるその季節にしかで

きない体験を通して、ふるさと

の自然のよさを知り、地元への

愛着を深めます。

30名

北海道立青少年体験活動

支援施設ネイパル厚岸(厚

岸町愛冠6)

終了日：

2023/02/08 (水) 

申込多数の場合は抽

選

電話,HP

4歳以上3,000円

小中学生3,300円

大人4,250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

naipal.akkeshi@gmail.co

m

28
第6回

少年少女わんぱく水泳教室

2023/02/18 (土)～

2023/03/26 (日)

第1部

13:30～14:30

第2部

14:30～15:30

12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)

2023/01/22 (日)～

2023/02/04 (土)
直接会場 3,600円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.

com

29 笑いヨガをしよう 2023/02/19 (日) 13:30～15:30 11回目

笑いヨガによる呼吸法で体の毒

素を出す体験をして、心身のリ

ラックスを図ります。

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)

2023/02/13 (月)～

2023/02/18 (土)
電話,FAX 300円

札幌レクリエー

ション協会

09013853385

011-694-0726

mikiyuki2011@gmail.co

m

30

【オンライン講座】OOJC

オープンカレッジ

今日から始める脳卒中予防

2023/02/21 (火) 14:00～15:30 1回

病気の特徴、必要な治療や再発

予防としてできるセルフマネジ

メントの方法について解説

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)～

2023/02/17 (金) 

短大HP内の受付

フォームもしくは所

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)
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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

31
アンガーマネジメント講座

(初心者編)
2023/02/21 (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

32
北海道史を学ぶ会

開拓に尽くした人々⑥ー4
2023/02/22 (水) 13:30～15:30

全

4回
栗林五朔、板谷宮吉 36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：

2023/02/20 (月)
電話

1,000円

(資料代含む)

北海道史を学ぶ

会 森山 祐吾
080-1886-1512

33

第34回労文協リレー講座(全6

回)5回目 魚類に学ぶ子孫を

残すためのしたたかな戦略

2023/02/22 (水) 18:00～20:00 1回

単為発生，雌性発生，性転換，

生殖隔離など，子孫を残すため

の様々な方法や仕組みを，魚類

を例に紹介する。

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,FAX,Eメール,

HP,はがき,直接会場

(オンライン受講申込

はhttps://rou

bunkyou.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

34

日本医療大学 生涯学習講座

「医療と機械－命をつなぐ

ECMOと脳を調べるMEG

－」

2023/02/25 (土) 10:00～11:30 1回
医療と機械－命をつなぐECMO

と脳を調べるMEG－
20名

月寒公民館(札幌市豊平区

月寒中央通7丁目)

2023/01/20 (金)～

2023/02/25 (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

35
家庭菜園講座

「地力の魅力」
2023/02/25 (土) 10:00～11:30 1回

土の地力について、その深い魅

力に迫ります。
50名

酪農学園大学(江別市文京

台緑町582番地)

2022/04/01 (金)～

2023/02/03 (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

36
誰でも簡単！

ヘアアレンジ体験
2023/02/25 (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)

2022/10/01 (土)～

2023/02/24 (金)

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.j

p

37 文学のひととき第2回 2023/02/25 (土) 14:00～15:30 1回

演題：「朗読で綴る函館の文学

VOL.１７」 

講師：朗読研究「雪の会」

30名
函館市文学館(函館市末広

町22番5号)

2023/01/25 (水)～

2023/02/25 (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

38 ネイパルでゆき遊び
2023/02/25 (土)～

2023/02/26 (日)

25日13:30～

26日12:30
1回

雪遊びを通して冬期間の外遊び

の楽しさを体験するとともに体

験活動の大切さを知るきっかけ

の場を提供する

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)

2023/01/29 (日)～

2023/02/08 (水)
HP 3,000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.n

e.jp

39 帯広市民大学講座 第34集 2023/02/28 (火) 14:30～16:00 1回
Zoom可！ 第34集「プログラミ

ング初歩の初歩」

先着

20名

とかちプラザ(帯広市西4

条南13丁目1番地)

電話,FAX,Eメー

ル,HP
無料

帯広市教育委員

会

0155-65-4192

0155-23-6142

social_educate@city.obi

hiro.hokkaido.jp

40 動物の痕跡をさがそう 2023/03/04 (土) 10:00～12:00 1回

雪の上には足跡や食べ跡など

色々な痕跡が残されています。

痕跡を探しながら動物たちの行

動を推理しよう！

先着

20名

野幌森林公園内(自然ふれ

あい交流館集合)(北海道

江別市西野幌685-1)

開始日：

2023/02/05 (日) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500
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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

41 まが玉づくり 2023/03/04 (土) 10:00～12:00 1回
当館解説員の塩谷舞を講師に、

まが玉をつくります。
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：

2023/03/03 (金)

電話,FAX,Eメール,は

がき
無料

北海道立北方民

族博物館

0152-45-3888

0152-45-3889

tonakai@hoppohm.org

42
性の多様性理解促進講座

LGBTQ相談支援基礎講座

2023/03/04 (土)～

2023/03/11 (土)
14:00～16:00 2回

性的指向や性自認に関する悩み

に寄り添う傾聴スキルを学ぶ。
24名

函館市女性センター(函館

市東川町11番12号)

開始日：

2023/02/10 (金)

その他,電話,HP,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

43 長生き運動をしよう 2023/03/05 (日) 13:30～15:30 12回目

椅子に座って、曲に合わせて体

を動かし、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)

2023/02/27 (月)～

2023/03/04 (土)
電話,FAX 300円

札幌レクリエー

ション協会

09013853385

011-694-0726

mikiyuki2011@gmail.co

m

44
ウトナイ湖・勇払原野の

野鳥と自然
2023/03/05 (日) 13:30～15:30 1回

ウトナイ湖とその周辺で見られ

る野鳥や自然環境の変化につい

てお話しします。

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：

2023/02/07 (火) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

45
第8回 きっちり4泳法

マスターコース

2023/03/06 (月)～

2023/03/27 (月)
10:30～12:00 6回

背泳ぎ・クロール・平泳ぎを25

ｍ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)

2023/02/13 (月)～

2023/02/27 (月)
直接会場 2,880円 函館市民プール

0138-52-7452

0138-52-7657

pool@zaidan-hakodate.

com

46
アンガーマネジメント講座

(初心者編)
2023/03/07 (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

47
アンガーマネジメント講座

(怒りのタイプ診断編)
2023/03/14 (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

7sapporo55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

48

第34回労文協リレー講座(全6

回)

6回目 小林多喜二再論

2023/03/15 (水) 18:00～20:00 1回

小林多喜二が国家権力により殺

害されて約90年。神格化ではな

い、多喜二の実像を探る。

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,FAX,Eメール,

HP,はがき,直接会場

(オンライン受講申込

はhttps://rou

bunkyou.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

49
北の歴史塾⑩

札幌10区、誕生の歴史
2023/03/16 (木) 13:30～15:30

全

10回
東区 36名

かでる2・7ビル 540研修

室(札幌市中央区北2条西

7丁目)

終了日：

2023/02/14 (火)
電話

1,000円

(資料代含む)

北の歴史塾 森山

祐吾
080-1886-1512
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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

50

比べてわかる道内の竪穴群１

「竪穴集落とアイヌ民族の歴

史」

2023/03/18 (土) 13:30～15:30 1回

北海道特有の竪穴集落遺跡とア

イヌ民族の歴史についてお話し

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)

2023/02/21 (火)～

2023/03/17 (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

51
博物館講座

「学芸員のしごと」
2023/03/18 (土) 14:00～16:00 1回

当館の学芸スタッフが、令和４

年度に行った調査研究成果など

を発表します。

未定
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.h

okkaido.jp

52
環北太平洋の伝統的な捕鯨と

物質文化
2023/03/19 (日) 10:00～11:30 1回

当館学芸員の野口泰弥を講師

に、環北太平洋の特徴的な捕鯨

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：2023/03/18

(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

53
巨大すごろくでスリル満点！

わたり鳥の旅
2023/03/19 (日)

1回目

11:00～12:00

2回目

14:00～15:00

2回

北の湿地で生まれた渡り鳥の子

は、数千kmを旅して日本へ。

ピンチをのりこえ、死なないよ

うに南へ急ごう！

各回

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：

2023/02/21 (火) 

事前申込

電話 無料 北海道博物館 011-898-0500

54

美幌博物館講座(総合編)私た

ちのふるさと情報

(講演会)

2023/03/25 (土) 09:30～12:00 1回
ふるさとのとっておき情報をお

伝えします。
50名

美幌町民会館 1階小ホー

ル(網走郡美幌町字東2条

北４丁目)

2023/03/01 (水)～

2023/03/21 (火)

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.h

okkaido.jp

55 北方民族博物館シアター冬 2023/03/26 (日) 10:00～11:30 1回

当館学芸主任の中田篤を講師

に、北方民族博物館が所蔵する

映像資料を上映します。

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：

2023/03/25 (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
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