
ブースNo 出展者名 体験タイトル 体験の概要 定員
対象年
齢

無料 有料 参加方法 体験時間 随時 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目 8回目 9回目 10回目 11回目

13 体験 ＪＡなめがたしおさい 「さつまいも」ができるまで
①さつまいもの栽培方法などを学ぶ
②焼き芋の食べ比べ

6人
小学生
以上

● 総入替整理券あり 30分 10:30～11:00 12:30～13:00 14:30～15:00

25 体験 (株)キョクサン ・射的でぬいぐるみをとろう！
　・ぬいぐるみ射的　・コープさっぽ
ろが実施しているリサイクル事業の
展示

制限な
し

¥100 ●

29 体験 (株)山星屋
作ってみよう！ポテトチップスの
り塩味！

北海道で収穫した芋についての学
習、クイズ体験

10人
５歳以
上

● 総入替整理券あり 35分 10:25～11:00 11:30～12:05 13:25～14:00 14:30～15:05

36 体験 北海道はまなす食品（株）
知ってＮＡＴＴＯくぅ！工場のお
仕事

目で見て触って嗅いで納豆工場を
知ろう！包装事業の商品を作っちゃ

制限な
し

● 随時受入 ●

39 体験 竹本油脂(株) ごま油が出来るまで ごまが油になることを体験
制限な
し

● 随時受入 ●

41 体験 北日本フード（株） キムチを作ろう！
キムチの作り方の学び、漬物のお
いしさを知ろう

10人
制限な
し

● 随時受入 60分 10:30～11:30 12:30～13:30 14:30～15:30

56 体験 伊藤ハムデイリー（株）
オンリーワン ホットＤｏｇ（肉球
の絵文字）をつくろう！

・オリジナルレシピのキャラパン
「ホットＤｏｇ」作り体験　・パネル学
習

12人
制限な
し

● 総入替整理券あり 45分 10:30～11:15 12:00～12:45 13:30～14:15 15:00～15:45

61 体験 （株）明治
みるくパワーを体感しよう～牛
乳が固まり、ヨーグルトが光
る？～

クイズ、実験、体験で、牛乳のたん
ぱく室、死亡、炭水化物、カルシウ
ム、ビタミンの存在を驚きと共に感じ
ていただき、牛乳・乳製品の大切さ
を理解していただく

18人
制限な
し

● 総入替整理券あり 30分 10:15～10:45 11:00～11:30 11:45～12:15 12:30～13:00 13:15～13:45 14:00～14:30 14:45～15:15 15:30～16:00

68 体験
コープさっぽろ札幌西地区委
員会

ルバーブペーストを使ってドレッ
シング作り～アドワンさんの野
菜を味わおう！～

ルバーブペーストと煮出した調味料
を混ぜてドレッシングを作り、アドワ
ンファームのサラダを試食してもら
う。水耕栽培についてのクイズを行

12人
制限な
し

¥100 総入替整理券あり 30分 11:00～11:30 13:00～13:30 15:00～15:30

73 体験 日本ハムグループ
お肉マスターになろう!!～ウイン
ナーができるまで～

ウインナーの原料から加工される過
程、製品になるまでを説明

５歳以
上

● 随時受入 10分 10:00～11:00 11:30～12:30 13:00～14:00

74 体験 森永乳業北海道（株） ビヒダスチーズケーキアート
絵本「ビヒダスものがたり」を使った
ビフィズス菌の学習の簡単チーズ
ケーキアート体験

15人
制限な
し

● 総入替整理券あり 30分 11:00～11:30 11:50～12:20 13:30～14:00 14:20～14:50 15:10～15:40

76 体験 国分北海道(株)
朝食にぴったり☆どら焼き型パ
ンケーキを作ろう！

朝食に関する寸劇と、朝食にぴった
りのパンケーキ作り体験

16人
制限な
し

● 総入替整理券あり 30分 10:30～11:00 11:30～12:00 12:30～13:00 13:30～14:00 14:30～15:00

80 体験 エスビー食品（株） オリジナルカレー粉を作ろう!!
参加者にカレー粉の原料のスパイ
スをブレンドして頂く

制限な
し

● 随時受入 ●

81 体験 (株)ノースカラーズ 無添加のお菓子作り
無添加のお菓子を作って、素材そ
のものの美味しさを実感。また、添
加物の怖さも一緒に勉強。

8人 ● 総入替整理券あり 30分 10:30～11:00 11:30～12:00 13:00～13:30 14:00～14:30 15:00～15:30

83 体験
コープさっぽろ宅配事業本部
宅配トドック

宅配トドックおしごと体験
宅配トドック実車トラックと会場内を
走行できる電動トラックを使用して
宅配のお仕事を体験

制限な
し

初・中級
\100　上
級\200

10～20分

85 体験
コープさっぽろ南空知・石狩
Ｂ地区委員会/田中養蜂場

クイズはちみつ　１００人が挑戦 クイズではちみつを学ぼう
制限な
し

● 随時受入 5～10分 15:00～15:30

85 体験
コープさっぽろ南空知・石狩
Ｂ地区委員会/田中養蜂場

はちみつを学んでみつろうキャ
ンドル作り。

はちみつの事を学んでみつろうで
キャンドル作り

18人
制限な
し

¥100 総入替整理券あり 30分 11:00～11:30 13:00～13:30 14:00～14:30

87 体験
コープさっぽろ札幌東地区委
員会

たまごの殻でインテリア ～グ
リーンを育てよう～

たまごの殻を容器にして、植物を植
える。

12人
制限な
し

¥100 総入替整理券あり 30分 10:30～11:00 11:30～12:00 12:30～13:00 14:00～14:30 15:00～15:30

88 体験
コープさっぽろ小樽・石狩Ａ地
区委員会

森に感謝！森を学び「鍋しき」を
作ろう！

掲示物を見てクイズに答え（各自プ
リント配布）学び、間伐された木を再
利用して鍋しきを作る。鍋しきはスタ
ンプなどでオリジナルの物を作る。

３歳以上 ¥100 随時受入 15分 10:00～11:30 13:00～14:30

90 体験 日本生協連「くらしと生協」 染色体験 糊や輪ゴムでハンカチに絵か模様を描く18
制限な
し

● 総入替整理券あり 40分 11:00～11:40 12:30～13:10 14:10～14:50

90 体験 日本生協連「くらしと生協」 正しいお箸の持ち方体験 正しいお箸の持ち方を覚えて、豆をいくつ掴めるか競争する18
制限な
し

● 総入替整理券あり 30分 10:20～10:50 11:50～12:20 13:20～14:50 15:00～15:30

95 体験 ＪＡグループ北海道
「ミニかかし」と「ＪＡぬり絵」で農
業を身近に感じよう

食の農に関わる工作を通じて、農
業・ＪＡに関心を持ってもらう

制限な
し

● 随時受入 20分 ●

96 体験 東区介護予防センター
頭と体の元気体操　～健康で笑
顔に！～

ステップエクササイズ・脳トレ・筋力
アップトレーニング

15人
小学生
以上

● 総入替整理券なし 20分 10:30～10:50 11:00～11:20 11:30～11:50 12:00～12:20 12:30～12:50 13:00～13:20 13:30～13:50 14:00～14:20 14:30～14:50 15:00～15:20 15:30～15:50

98 体験 ライオン(株) ハミガキ相談室

歯科衛生士によるお口の健康相談
を受けることにより、食に必要な
オーラルケアに対する意識を高め
てもらう

制限な
し

● 随時受入 10分

参加費 スケジュール



100 体験 サンスター(株)
正しいはみがき習慣のための
歯科衛生士によるお口の相談
コーナー

「いつまでも自分の歯で食べれる」
ようにオーラルケアに興味を持つ
きっかけ作り

制限な
し

● 随時受入

103 体験 (株)スクロール
オリジナルハンガーを作ろ
う！！

専用のシールに自由に絵を描き、
無地のハンガーに保護シールと一
緒に貼って完成です

12人 ３歳以上 ¥100 総入替整理券あり 30分 10:20～10:50 11:00～11:30 11:40～12:10 12:20～12:50 13:00～13:30 13:40～14:10 14:20～14:50 15:00～15:30

104 体験 札幌市環境局
【野菜の保存教室】札幌市ごみ
減量キャンペーン　野菜のキモ
チで“もったいない”を減らそう

北海道野菜盛り上げ隊の野菜ソム
リエ１～２名による野菜の保存に関
するセミナーを実施

12人
制限な
し

● 随時受入 20分 10:30～10:50 12:30～12:50 13:30～13:50 14:30～14:50

106 体験 コープさっぽろ　文化教室 ジェルキャンドルを作ろう！
プラスティック容器にジェルキャンド
ル用の砂や貝殻を入れてジェルで
固める

8人
制限な
し

¥500 総入替整理券あり 30分 10:30～11:00 11:00～11:30 11:30～12:00 12:30～13:00 13:00～13:30 13:30～14:00

106 体験 コープさっぽろ　文化教室 光のモビール「ヒンメリ」を作ろう
カラーストローとカラー毛糸を使って
簡単な作品を作る

8人 ５歳以上 ¥500 総入替整理券あり 20分 10:00～10:30 10:30～11:00 11:00～11:30 11:30～12:00 12:00～12:30 12:30～13:00 13:00～13:30 13:30～14:00 14:00～14:30 14:30～15:00

107 体験
コープ未来（あした）の森づく
り基金

みんなでつくろう！森のつみ木
道産材でできた積み木「スギック
モック」にやすりをかけ、自由に彩
色します。

8人
制限な
し

¥100 随時受入 10分 ●

108 体験 (公益)北海道森と緑の会
わくわく！「木育」体験ひろば
①マイはしづくり

マイ箸づくり 6人 ５歳以上 ¥100 総入替整理券あり 60分 10:00～ 11:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～

108 体験 (公益)北海道森と緑の会
わくわく！「木育」体験ひろば
③万年こよみづくり

北海道を代表するエゾマツ・トドマツ
で作る万年こよみ

4人
制限な
し

● 随時受入 40分

109 体験
こくみん共済ＣＯＯＰ〈全労
済〉北海道推進本部

災害時に備える ダンボール
ベッドの制作

避難所生活で床からの冷えを防
ぎ、体力を保つ簡単かつ便利なダ
ンボールベッドの制作を体験

4人
制限な
し

● 随時受入 30分

110 体験 コープさっぽろ　エコセンター ペットボトル鉄砲を作ろう！ リサイクルペットボトルで鉄砲を作る
制限な
し

● ●

113 体験
(株)エネコープ・(株)トドック電
力

こぎこぎ発電体験＋給油体験
電動バイクでの発電体験とパネル
クイズでエネルギー知識を高める

4人 ３歳以上 ¥100 総入替整理券なし 12分 ●


