
《札幌市南区の会場》

札 苗 （札苗商店街振興組合C7ビル）東区東苗穂7条2丁目2-25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C7ビル3Ｆホール

北48条東 （栄新和町内会館）東区北48条東10丁目3-8

琴 似  （琴似会館）  西区琴似4条2丁目6-40

ちえりあ （札幌市生涯学習センターちえりあ）西区宮の沢1条1丁目1-10

西 野 （西野地区センター）西区西野4条2丁目8-30

厚別西 （厚別西地区センター）厚別区厚別西4条4丁目10-1

 上野幌 （上野幌中央会館）厚別区上野幌3条5丁目7-1

有 明  （イベントホール赤れんが）岩見沢市有明町南1-７

幌 向 （ほっとかん）岩見沢市幌向南1条1丁目70-5

奥 沢 《水》 （小樽サンフィッシュスポーツクラブ）小樽市若松1丁目4-14

奥 沢 》金《   （小樽サンフィッシュスポーツクラブ）小樽市若松1丁目4-14

小 樽 （いなきたコミュニティセンター）小樽市稲穂5丁目10-1

手 稲 （手稲コミュニティセンター）手稲区手稲本町3条1丁目3-41

新発寒 （新発寒地区センター）手稲区新発寒5条4丁目2-2

江別錦町 （江別市総合社会福祉センター）江別市錦町14-87

大麻沢町 （江別市いきいきセンターさわまち）江別市大麻沢町5-6

千 歳 （総合福祉センター）千歳市東雲町2丁目34

東 雲 （東雲会館）千歳市東雲町1丁目10

 澄 川 （澄川南福祉会館）南区澄川4条10丁目2-7

 藤 野 （石山丘晴会館）南区石山1条9丁目5-1

中の島 （中の島一区福祉会館）豊平区中の島1条1丁目4-13

月寒中央  （月寒公民館）豊平区月寒中央通7丁目8-19

 北 郷 （北郷会館）白石区北郷3条3丁目8-1

恵 庭 （いくみ会館）恵庭市黄金北3丁目12-8

樽 川  （樽川南第一会館）石狩市樽川8条2丁目121

《江別市の会場》

《千歳市の会場》

《会場情報の見方》

《札幌市厚別区の会場》

《岩見沢市の会場》

《小樽市の会場》

《恵庭市の会場》

《石狩市の会場》

《札幌市北区の会場》

《札幌市手稲区の会場》

《札幌市東区の会場》

《札幌市西区の会場》

《札幌市白石区の会場》

《札幌市豊平区の会場》

屯 田 （屯田地区センター）北区屯田5条6丁目3-21

篠 路 （篠路コミュニティセンター）北区篠路3条8丁目11-1
Magic◆17:55~18:40

新琴似 （新琴似新川地区センター）  新琴似2条8丁目1-20

月3回 水曜日

勇 舞 （ゆうまいホール）千歳市勇舞4丁目11-6

月寒東 （月寒五区会館）豊平区月寒東1条10丁目4

開設コース 
活動時間

※コースの設置は会場
により異なります。

会場名 所　住  ）称名の物建（ 

大 曲 （大曲柏葉台会館）北広島市大曲柏葉2丁目14-4

■最寄りの会場の体験活動にお申し込みください。

一斉体験活動日に参加できない方は別日の体験が可能です。満員のコースにお申し  込みの場合、キャンセル待ちとなることがあります。お早めにお申し込みください。

※Fun と Joy の 2コース設定の会場の場合は、
　Fun（低学年向き）Joy（中・高学年向き）のコースとなります。

※ 各会館のルールに従って会場を予約しています。開催日、時間の変更が

 　ある場合はお知らせします。

ジョイ マジック

  Fun ●15:40~16:40

Magic◆18:00~18:45

  Fun ●15:40~16:40

  Joy ●16:45~17:45

（低学年向き） （中学年向き） （高学年向き）

（すでにキャンセル待ちになっているコースもございます）

体験日4/27 　初回日5/11

Magic◆17:50~18:35月3回 火曜日

  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:45~17:45

Magic◆11:50~12:35

Magic◆18:00~18:45

月3回 土曜日

  Fun ●  9:30~10:30
  Joy ●10:40~11:40

体験日4/26 　初回日5/10

Magic◆17:55~18:40月3回 火曜日

  Fun ●15:45~16:45
  Joy ●16:50~17:50体験日4/26 　初回日5/10

Magic◆18:00~18:45月3回 金曜日

  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:50~17:50体験日4/22 　初回日5/13

Magic◆17:45~18:30月3回 木曜日

  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40体験日4/21 　初回日5/12
Magic◆17:45~18:30月3回 木曜日

  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40体験日4/21 　初回日5/12

Magic◆17:45~18:30月3回 金曜日
  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40体験日5/6 　   初回日5/13

Magic◆17:55~18:40月3回 火曜日
  Fun ●15:45~16:45
  Joy ●16:50~17:50体験日4/26 　初回日5/17

Magic◆18:15~19:00月3回 木曜日
  Fun ●16:00~17:00
  Joy ●17:10~18:10体験日4/28 　初回日5/19

Magic◆17:45~18:30月3回 水曜日
  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40

Magic◆17:45~18:30

  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40

体験日4/20 　初回日5/18

月3回 火曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:50~17:50

体験日4/19 　初回日5/17

月3回 金曜日
体験日5/6 　   初回日5/20

 南郷7丁目 （南郷福祉会館）白石区南郷通7丁目南4-4

Magic◆17:55~18:40月3回 水曜日
  Fun ●15:45~16:45
  Joy ●16:50~17:50

体験日4/27 　初回日5/11

 白石東 （白石東地区センター）白石区本通16丁目南4-27

Magic◆11:10~11:55月3回 土曜日
  Fun ●  9:00~10:00
  Joy ●10:05~11:05体験日4/30 　初回日5/14

 菊水東町 （菊水東町福祉会館）白石区菊水6条4丁目3-10

Magic◆15:40~16:25月3回 土曜日
  Fun ●13:30~14:30
  Joy ●14:35~15:35体験日4/23 　初回日5/14

Magic◆17:50~18:35月3回 金曜日
  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:40~17:40体験日5/6 　初回日5/13

Magic◆17:55~18:45月3回 木曜日
  Fun ●15:45~16:45
  Joy ●16:50~17:50体験日4/28　 初回日5/12

Magic◆16:45~17:30

Magic◆15:45~16:30

月3回 木曜日
  Fun ●15:45~16:45
  Joy ●17:00~18:00

  Fun ●13:15~14:15
  Joy ●14:30~15:30

体験日4/27　 初回日5/11

月3回 金曜日
体験日4/22　 初回日5/13

月3回 土曜日
体験日4/23　 初回日5/14

Magic◆18:00~18:45

  Fun ●15:50~16:50
  Joy ●16:55~17:55

月3回 火曜日
体験日4/19　 初回日5/10

Magic◆17:45~18:30

  Fun ●15:30~16:30
  Joy ●16:35~17:35

月3回 金曜日
体験日4/22　 初回日5/13

体験日4/30 　初回日5/14

月3回 火曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:45~17:45

体験日4/26 　初回日5/10

月3回 月曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:50~17:50

体験日4/25 　初回日5/16

Magic◆18:00~18:45月3回 水曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:50~17:50

体験日4/20 　初回日5/11

Magic◆17:40~18:25月3回 月曜日
  Fun ●15:20~16:20
  Joy ●16:30~17:30

体験日4/25 　初回日5/16

Magic◆17:55~18:40

Magic◆17:50~18:35

月3回 火曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:45~17:45

体験日4/19 　初回日5/17

月3回 木曜日
  Fun ●15:20~16:20
  Joy ●16:25~17:25

体験日4/21 　初回日5/12

月3回 月曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:45~17:45

体験日4/25 　初回日5/9

Magic◆17:55~18:40月3回 水曜日
  Fun ●15:40~16:40
  Joy ●16:50~17:50

体験日4/20 　初回日5/11

月3回 水曜日
  Joy ●16:50~17:50体験日4/27 　初回日5/11

Magic◆18:00~18:45

  Fun ●15:45~16:45

月3回 木曜日
  Joy ●16:50~17:50体験日4/21 　初回日5/12

Magic◆11:20~12:05

  Fun ●   9:00~10:00

月3回 土曜日
  Joy ●10:10~11:10体験日4/30 　初回日5/14

Magic◆11:10~11:55

  Fun ●   8:55~   9:55

月3回 土曜日
  Joy ●10:00~11:00体験日4/23 　初回日5/14

Magic◆15:40~16:25

  Fun ●13:20~14:20

月3回 土曜日
  Joy ●14:30~15:30体験日4/23 　初回日5/14

山の手 （山の手会館）札幌市西区山の手3条2丁目5-20

Magic◆18:05~18:50

  Fun ●15:45~16:45

月3回 水曜日
  Joy ●16:55~17:55体験日4/20 　初回日5/11

JoyコースとMagicコース
では、家庭学習用の
ワークブック！

上ぐつが必要です

《北広島市の会場》

実施曜日

話す・聞くに加え、
読み・書きを用いて
英語で自己表現をす
る方法を学びます。

アクティビティを通して英
語でコミュニケーションを
取る楽しみを知り、文字の
読み・書きにつなげます。

音声重視で体を動かし
て歌やチャンツを取り
入れ、英語の音感を育
てます。

ファン

星 置 （夢トピアコスモプラザ）手稲区星置1条1丁目498-63

　             Funコース　
Superstar Songs2（CD付き）
英語の音感を育てフォニックス

（文字の音声指導）への気づきをサポートします。

   Joyコース　
  バナナじゃなくて  banana
チャンツ（CD付き）
カタカナ英語、和製英語と英語の

違いを知り、語彙を増やし発音を身につけます。

   Magicコース　
  Japan チャンツ（CD付き）
表現力を豊かにする形容詞を

使い日本の事をチャンツで練習。

オリジナルのチャンツを作り自分の事を発信します。


