
は「まなびっと広場」選択科目です。
は施設の休館日です。

●あいよる21＝総合福祉センター（22-6262・若松町33-6）
●ふるる函館＝青少年研修センター（23-5961・谷地頭町5-14）

講座・教室名 日時・会場 対象 定員 費用 申込み・問合せ（☎）など
冬休み・親子でチャレンジ

「ミツロウ・キャンドル」
12月26日　①午後1時半～2時半
②午後3時～4時　●女性センター

市内在住・在学の
小学生と保護者

各10組20人
（申込順）

子ども1人
につき500円 電話または直接申込み

女性センター（23-4188）
※ 託児要予約（6カ月～未
就学）

※ ミツロウ・キャンドルは、
汚れてもよい服装で参加

※ 料理教室は、エプロン・
三角巾・布巾持参

韓流大好き ! 耳で覚える
「初心者の韓国語会話」

1月16日～3月20日の木曜日（全10回）
午後1時～2時　●女性センター 市内在住・在勤の

男女

50人
（申込順） 無料 12月3日午前10時から

電話または直接申込み
冬に嬉しい2種の鍋

季節の料理教室「冬」
1月15日　午後6時半～8時半
●女性センター

36人
（申込順）

教材費
1,200円

12月6日午後6時から
電話または直接申込み

健口（けんこう）教室 12月3日　午後1時半～3時
●総合保健センター 40歳以上の方 20人

（申込順） 無料 電話申込み 口腔保健センター
（56-8148）

依存症フォーラム
～依存症をもっと知ろう～

12月21日 午前10時～午後0時15分
●総合保健センター 市民 なし 無料 電話申込み 障がい保健福祉課

（21-3077）
プレパパ・プレママのための
セミナー

12月13日　午後1時半～3時半
●総合保健センター

市内在住の妊娠4カ月以降
の初妊婦とその夫・家族

25組
（申込順） 無料 電話申込み 母子保健課（32-1533）

児童センター
「冬休み工作教室」

①1月7日・8日②1月9日・10日
午前10時～正午　●児童センター

①小学1～3年生
②小学4～6年生

各20人
（申込順）

教材費
実費

12月10日～27日に
電話申込み 児童センター（23-7428）

「クリスマスディナーを魚料理で」
料理教室

12月21日　午前10時～午後1時
●函館短期大学付設調理製菓専門学校 市民 40人

（申込順） 無料 12月10日までに
電話申込み 市場課（22-5304）

ガーデニング講座　
お正月アレンジメント～新年の準備～

12月27日　午前10時～正午
●サン・リフレ函館 市民

各20人
（申込順）

教材費等
3,500円程度 電話申込み 住宅都市施設公社

（40-3605）
※200円割引の場合あり公園活用講座　市民の森

～キャンドルを作ってみよう～
1月12日　午前10時～正午
●市民の森 小学生 無料 12月12日から電話申込み

雪遊び企画!雪上カルタ大会 1月19日　午前10時～正午
●道南四季の杜公園

小学生
（保護者同伴）

20人
（申込順） 無料 12月19日から電話申込み 道南四季の杜公園管理事務所

（34-3888）

普通救命講習 1月8日・15日・22日・29日　
午後1時半～4時半　●消防本部 市民 各20人

（申込順） 無料 電話で消防本部救急課（27-0099）へ
※実技を行うため動きやすい服装で参加ください

放送大学公開講演会
「選挙制度からみる日本の政治」

12月20日　午後2時　
●中央図書館 市民 80人

（申込順） 無料 電話申込み 生涯学習文化課
（21-3566）

図書館deクリスマスⅨ
クリスマス映画上映会

12月22日　①午前11時②午後2時　
●中央図書館 親子 なし 無料 直接会場へ 中央図書館

（35-6801 水曜日）
子ども公民館講座

書き初め会
1月10日　午前9時半～11時半　
●函館市公民館 市内の小学生 10人

（申込順）
教材費
100円程度

12月20日午前9時～27日に
電話申込み

函館市公民館
（22-3320 月曜・祝日）

パソコン入門講座（第1期） 1月15日～17日（全3回）
午後1時半～4時半　●函館市公民館

市内在住・在勤の方
（初めての方のみ）

6人
（抽選）

教材費
1,000円程度

講座名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を明記し
た往復はがきで1月5日までに函館市公民館へ申込み

子ども公民館講座
書き初め会

1月8日　午後1時半～3時半
●亀田公民館 市内の小学生 10人

（申込順）
教材費
100円程度

12月18日午前9時～25日に
電話申込み

亀田公民館
（41-2445 月曜・祝日）

X’masキャンドルづくり !
お泊り会　　

12月21日午後1時半～22日午前10時
（1泊2日）　●ふるる函館 小中学生 60人

（申込順）
3,000円
程度

12月10日午前9時～19日に
電話申込み

ふるる函館
（23-5961 月曜・祝日）

子どもチャレンジ教室「親子で
簡単!指編みマフラーとシュシュ」

12月14日　午前10時～正午
●亀田福祉センター

小学生と保護者（5年生
以上1人で参加可）

10組
（申込順）

教材費
500円

12月3日午前9時～12日正午
に電話申込み 亀田福祉センター

（42-7023 月曜日）
※ 指編みは1人での参加
は200円

※ 書初めは書道道具一式
持参

子どもチャレンジ教室特別企画
「親子でペッタンお餅つき」

12月26日　午前10時～正午
●亀田福祉センター 小学生と保護者 15組

（申込順）
無料

12月3日午前9時から
電話申込み

子どもチャレンジ教室　　　　
「みんなで書初め」

1月11日　午前10時～11時半
●亀田福祉センター 小学生 15人

（申込順）
12月5日午前9時～1月7日に
電話申込み

自由研究先取り!
陶芸1日体験教室

12月14日　午前10時～正午
●青年センター

小学生
（保護者同伴不可）

20人
（申込順）

教材費等
2,000円

12月10日までに
電話申込み

青年センター
（51-3390 水曜日）

函館マザーズバンド
ぽっぽちゃん　お座敷ライブ

12月8日　午前10時半～11時半
●亀田青少年会館 市民 なし 無料 直接会場へ

亀田青少年会館
（41-4383 月曜日）

もちつきの集い 12月15日　午前10時～正午
●亀田青少年会館 小学生と保護者 50人

（抽選） 1人200円 12月4日までに
電話または直接申込み

12月のまなびっと体験講座
「タイルクラフト講座」

12月14日　午後1時～4時
●地域交流まちづくりセンター 小学生以上の市民 20人

（申込順）
教材費

800～1,500円
12月10日までに
電話申込み

地域交流まちづくりセンター
（22-9700）

学芸員こぼれ話3
「小島倉太郎の奇妙な冒険」

1月12日　午後1時半～3時
●函館博物館 市民

各15人
（申込順）

無料 12月18日午前9時から
電話申込み 函館博物館

（23-5480 月曜日）わくわく科学教室
「もしも原子が見えたなら」

1月18日　午後1時～4時半
●函館博物館 小学生と保護者 300円 12月19日午前9時から

電話申込み
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http://www.hakodate-josen.com/koza/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/board_of_edu/lifelong_learning/public_hall/kouza.html
http://www.kame-fuku.com/
http://www.hako-youth.com/course.html
http://www.geocities.jp/hakodatekodomocenter/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/board_of_edu/lifelong_learning/museum/index.html
http://fururu2010.web.fc2.com/event/fururu-ibent.htm

