
第１回　ロイトン札幌　※講習会は終了しました。
令和３年７月５日（月）

事業所名
さゆり幼稚園
社会福祉法人真成会 円山北町保育園
公益財団法人鉄道弘済会 札幌認定こども園
北海学園大学工学部
山鼻レジデンス管理組合法人
株式会社道新アクティ（北海道新聞社）
札幌市中央区役所
札幌市北区保育・子育て支援センター
新琴似中央保育園
篠路中央保育園
明園保育園
札幌あかしや幼稚園
札幌市こどもの劇場 やまびこ座
有限会社隆星
白石中央保育園
北の星東札幌保育園
北海道ドライケミカル株式会社
大谷地団地町内会館
医療法人新札幌整形外科病院
ひばりが丘明星幼稚園
認定こども園おおやち
札幌国際ユースホステル　
札幌国際大学付属認定こども園
札幌市里塚児童会館

 社会福祉法人札幌盈友福祉会 札幌南清田保育園
札幌市藻岩児童会館
札幌市真駒内児童会館
札幌市真駒内五輪児童会館
五輪橋マタニティクリニック
札幌市立もいわ幼稚園
まこまないみどりまち保育園
光塩学園女子短期大学
学校法人札幌学園 真駒内幼稚園
簾舞まちづくりセンター
愛和福祉会 西野中央保育園
西野あおい保育園
認定こども園 山王幼稚園
幼保連携型認定こども園まつばの杜
前田中央保育園



第２回　ホテルヤマチ　※定員に達しました
令和３年７月８日（木）

事業所名
札幌ビューホテル大通公園
ホテルパールシティ札幌
徳生寺
北海道警察本部
札北荘
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 札幌市新琴似・新川地区センター
札幌市立新琴似緑小学校
札幌市北老人福祉センター
札幌市立信濃中学校
東交通株式会社
章月グランドホテル
医療法人礼風会五輪橋マタニティクリニック
札幌市藤野野外スポーツ交流施設（Ｆu’sスノーエリア ）
株式会社じょうてつ 自動車事業部
札幌市生涯学習総合センター ちえりあ
一般財団法人発寒福祉会
八軒中央まちづくりセンター・八軒中央会館
札幌市はちけん地区センター
札幌市立山の手支援学校
札幌市立手稲東中学校
道新総合印刷札幌工場
札幌市手稲コミュニティセンター運営委員会
医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院



第３回　ロイトン札幌　※定員に達しました
令和３年７月１２日（月）

事業所名
ホテル札幌ガーデンパレス
アパホテル＜札幌すすきの駅南＞
札幌市立中央小学校
札幌市中央卸売市場
株式会社道新アクティ（北海道新聞社）
札幌市中央区役所
北海道大学大学院工学研究院
新琴似ハイツ住宅管理組合
株式会社愛木工業
札幌市美香保体育館
白石東まちづくりセンター
株式会社南郷
札幌市菊水分庁舎(札幌市総務局情報システム部)
北海道ドライケミカル株式会社
勇気会医療法人北央病院
社会福祉法人万葉閣  ケアハウスうららか
ロピア平岡Ⅱ管理組合
章月グランドホテル
札幌市藤野地区センター
株式会社じょうてつ 川沿営業所
石山まちづくりセンター
株式会社じょうてつ 自動車事業部
一般財団法人真駒内社会福祉会　
札幌市保養センター駒岡
手稲リハビリテーションセンター
札幌市西老人福祉センター
宗教法人天照教札幌福神支部



第４回　ホテルユキタ　※定員に達しました
令和３年７月２８日（水）

事業所名
札幌市立中央小学校
札幌市立伏見中学校
札北荘
札幌市立新川中央小学校
札幌市立新琴似緑小学校
あかつき篠路保育園
札幌市篠路コミュニティセンター
札幌市立篠路西中学校
札幌市立屯田小学校
札幌市立篠路中学校

 株式会社ジェームスアンビシャス ジェームス百合が原店
札幌市立元町中学校

 株式会社公清企業エコパーク
株式会社中山組
札幌市立日章中学校
札幌市立西岡北中学校
北海道札幌清田高等学校
札幌市立山の手支援学校
札幌市立手稲東中学校



第５回　ホテルユキタ　※定員に達しました
令和３年７月３０日（金）

事業所名
札幌市立中央小学校
札幌市立伏見中学校
株式会社イトーヨーカ堂 屯田店
株式会社藤井工務店
札幌市北区太平百合が原地区センター
東区北栄まちづくりセンター
札幌市栄地区センター
札幌市苗穂・本町地区センター
札幌市立元町中学校
学校法人大関学園 北栄幼稚園
札幌市立栄南中学校
北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場
北海道札幌清田高等学校
札幌市立山の手支援学校
札幌市立芸術の森小学校



第６回　ホテルヤマチ　※定員に達しました
令和３年８月３日（火）

事業所名
交洋不動産株式会社
アパホテル＜札幌すすきの駅西＞
札幌南藻園
札幌市立伏見中学校
損害保険ジャパン株式会社
日本銀行札幌支店
株式会社田中組
札幌市北区鉄西まちづくりセンター
北海道札幌工業高等学校
札幌市立新琴似南小学校
札幌市立屯田北中学校
札幌市立日章中学校
札幌市清田区役所
札幌市生涯学習総合センター ちえりあ
札幌市はちけん地区センター
社会福祉法人札幌育成園 
ジェイ・アール北海道バス株式会社 琴似営業所
稲穂金山まちづくりセンター
札幌市手稲コミュニティセンター運営委員会
前田会館
北海道旅客鉄道株式会社 札幌運転所
金星自動車株式会社 手稲営業所
前田中央会館



第７回　ホテルエミシア　※定員に達しました
令和３年８月２０日（金）

事業所名
北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場
札幌市白石老人福祉センター
札幌市立もみじの森小学校
札幌市立信濃中学校
札幌市立厚別南中学校
創価学会 北海道文化会館
一般財団法人札幌市スポーツ協会 厚別公園競技場
タイヨウ株式会社
札幌市清田児童会館
金星自動車株式会社
札幌市里塚児童会館
株式会社東光ストア 平岡店
札幌市立稲穂中学校



第８回　ロイトン札幌　※定員に達しました
令和３年８月２５日（水）

事業所名
札幌市山鼻児童会館
さゆり幼稚園
社会福祉法人札幌緑の苑 宮の森保育園
札幌中央信用組合
札幌市中央区役所
太平保育園
札幌市北区保育・子育て支援センター
篠路中央保育園
札幌市篠路コミュニティセンター
札幌市北栄まちづくりセンター北栄会館
丘珠新栄団地会館
札幌市東苗穂児童会館
札幌市美香保体育館
北の星東札幌保育園
社会福祉法人福美会 北白石保育園
社会福祉法人厚別共栄保育園
認定こども園おおやち
札幌市豊平区保育・子育て支援センター 
学校法人札幌白ゆり学園 札幌白ゆり幼稚園
札幌市豊園保育園
札幌市里塚児童会館
札幌市北野台児童会館
札幌市美しが丘児童会館

 社会福祉法人札幌盈友福祉会 札幌南清田保育園
札幌北野保育園
札幌市藻岩児童会館
札幌市真駒内児童会館
札幌市真駒内五輪児童会館
札幌市立南小学校
まこまないみどりまち保育園
真駒内保育園
光塩学園女子短期大学
札幌市南区藻岩下まちづくりセンター
札幌市山の手保育園
愛和福祉会 西野中央保育園
西野あおい保育園
札幌市金山児童会館
特定非営利活動法人ワーカーズコープ札幌市手稲老人福祉センター
札幌市立稲穂中学校
幼保連携型認定こども園まつばの杜



第９回　ロイトン札幌　
令和３年８月２７日（金）

事業所名
丸一ビルヂング
株式会社札幌都市開発公社 札幌地下街オーロラタウン
株式会社札幌都市開発公社 札幌地下街ポールタウン
中山ミシン商事株式会社
株式会社藤井ビル
大和リゾート株式会社 ロイトン札幌
アパホテル＜札幌すすきの駅南＞
北海道母子福祉センター
札幌市立中央小学校
株式会社ほくせん
イオン札幌麻生店
札幌市新琴似・新川地区センター
札幌市北老人福祉センター
札幌市立元町中学校
札幌市中の島まちづくりセンター
ラ・クラッセ南平岸ステーションタワー

 有限会社シャイニング グループホーム　トトロの森
札幌市北野連合会館
札幌市保養センター駒岡
札幌市西老人福祉センター
グループホームエルムの家
ジェイ・アール北海道バス株式会社 琴似営業所
特定非営利活動法人ワーカーズコープ札幌市手稲老人福祉センター
社会福祉法人アンビシャス　



第１０回　ホテルエミシア　※定員に達しました
令和３年８月３１日（火）

事業所名
株式会社道新アクティ（北海道新聞社）
札幌市北老人福祉センター
札幌市篠路コミュニティセンター
北海道旅客鉄道株式会社 苗穂工場
札幌市白石老人福祉センター
特定非営利活動法人ワーカーズコープ 札幌市厚別西地区センター
厚別共栄保育園
札幌市東月寒地区センター
札幌市平岡児童会館
金星自動車株式会社
札幌市美しが丘児童会館
札幌市立南小学校
豊羽鉱山株式会社
北海道旅客鉄道株式会社 札幌運転所


