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応援します、生涯学習 － ふえる知識と仲間の輪

学びのスタンプ通算 38 号

新年あけましておめでとうございます
号
いしかり市民カレッジ運営委員長

石井

滋朗

「いしかり市民カレッジ」はおかげさまで平成 28 年度も順調に活動し、12 月までに主催講座を 14
講座 27 回、まちの先生企画講座を 4 講座 12 回開催して 1,552 名の方に受講頂きました。ご支援に対
して感謝申し上げますとともに、バス巡回講座において定員の関係で一部の
皆さまの受講をお断りせざるを得なかった事を深くおわび申し上げます。
また昨年は市制施行 20 周年記念文化イベントにおいて、市の発展に貢献
した団体として記念表彰される嬉しい出来事もありました。
今年もスタッフ一同、皆さまの生涯学習の推進に努力してまいります。
ご支援のほどどうかよろしくお願い申し上げます。

新春の講座ご案内
講座 15 イスラム教は平和的

〔1/14（土）、1/21（土）北コミュニティセンター〕

講師：鈴木雄太さん（青年海外協力隊員

石狩市在住）

講師：佐々木利和氏（北海道大学アイヌ・先住民研究セン
講師の鈴木雄太さんは青年海外協力隊員として
2009 年にシリアでバトミントンを指導、2013 年には
ター客員教授）
ヨルダン・ザアタリ難民キャンプに派遣されて子供たちに体育や音楽を指導しました。
難民キャンプで
心身ともに深い傷を負った多くの子供たちを見てきた鈴木さんはそれでも「イスラム教は慈悲深い宗
教。シリアでは困っている人を放っておけない人が多かった」と話します。鈴木さんの体験に基づくお
話を聴いて改めてイスラム教について考えます。

講座 16 おもしろ石狩大百科 〔2/12（日）、2/19（日）、2/26（日）北コミュニティセンター〕
ひとものがたり

～市民カレッジスタッフが語る“いしかり人物語”
歴史の香り豊かな石狩市には江戸時代から多くの人びとが移り住み、地域の発展に貢献するとともに
文化や芸術を支えてきました。なかには全国的に活躍した人材も輩出しています。 講座ではこれらの
人びとの人物像や功績、石狩市との関わり等をクローズアップします。講師は全ていしかり市民カレッ
ジのスタッフ（村山、石井、山田、木戸口、三上、田岡学長）が担当します。
◇第 1 回前半テーマ／村山伝兵衛～石狩を拓いた「北海道拓殖功労者」
後半テーマ／金子清一郎～花畔開拓の功労者
市民カレッジデータ
◇第２回前半テーマ／佐藤松太郎～厚田が生んだ大網元・明治の実業家
後半テーマ／子母澤寛～厚田が生んだ昭和の時代小説家
（１２月２１日現在）
◇第３回前半テーマ／岡崎文吉～石狩川治水の祖
○登録者～１９４人
後半テーマ／井上伝蔵～秩父事件の首謀石狩の文化人として(仮称)
○連携団体～10６団体

まちの先生企画講座 5「子育てママさんの骨盤体操とストレッチ」

ータ

〔1/23（月）、1/30（月）、2/6（月）石狩市公民館〕

子育ては体に負担がかかるもの。同じ姿勢が多いママさんは血行が悪く
なりがちです。講座ではストレッチでほぐしながら骨盤を左右均等に動か
し、周りの筋肉を使うことによって整えます。また、呼吸しながらゆるゆ
ると力を抜いて筋力アップも目指します。あなたの周りのママさんにぜひ
お勧め下さい。

ロゴ制作者
丸山英里子さん
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平成 29 年度

主催講座概要のお知らせ！

平成 29 年度主催講座はカレッジ生の皆さまからお寄せいただいたアイディアも参考に、下表にあ
る講座を予定しています。講座番号、テーマは仮称で、変更もあります。各回（コマ）のテーマや内
容、開講期日や時間、講師などの詳細は、決定次第改めてお知らせします。次年度も、いしかり市民
カレッジの講座をご期待ください。
講

座

名（仮題）

開講予定

講座 １／アイヌ政策と憲法

4月

講座 ２／続・北前船ものがたり

5月

講座 ３／菅井貴子さんの気象学講座

5～6 月

講座 ４／躍進する石狩湾新港～北電 LNG 火力発電所の建設現場を訪ねて

6～7 月

講座 ５／坂と歴史の港町・小樽の歴史的建物を訪ねて

6～7 月

講座 ６／道庁赤れんが庁舎「北海道の歴史画」を鑑賞しよう

7月

講座 ７／石狩歴史散歩

7月

講座 ８／自然を楽しもう～ガーデニングと自然環境

8月
8～9 月

講座 ９／私たちの生活用水
講座 10／石狩の農業はどう変わってきたか

9月

講座 11／温泉をもっと知ろう！

10～11 月

講座 12／日本酒を知ろう～石狩から道産酒を考える

10～11 月

講座 13／続・北海道の 150 年物語

11～12 月

講座 14／サイエンス教室～身のまわりを科学の目で見る

1～2 月

講座 15／日本への異文化の伝来を学ぶ

1～2 月

講座 16／笑いの原点～落語のはじまり

3月

平成 29 年度「まちの先生企画講座」説明会を実施
11 月 14 日（月）、石狩市公民館において平成 29 年度「まちの先生企画講座」応募説明会を行いました。
応募された 3 人の講師から提案された企画講座は、「スマホで楽しむ趣味のアート写真術」、「生前整理
に必要なコツと知識」、「香と物語の世界」でした。説明会では、最初に
カレッジ運営委員から企画講座の趣旨や要件などについて説明したあと、
各講師から自分の企画した講座について熱のこもった説明がありました。
これら提案の講座について、まちの先生企画講座担当チームで検討を経た
後、市民カレッジ運営委員会幹事会で採用を決めました。
次年度はこれまでの講座で再度開催して欲しいと要望の強かった「パソ
コン講座」も行うこととしました。

新 年 交 流 会 へ の お 誘 い
いしかり市民カレッジの新年交流会をカレッジ生、講師、協賛企業、市教育委員会、運営委員を交え
これまで以上に親交を深めたいと開催します。多数の方の参加をいただき盛りあげたいと思います。
期日：平成 29 年 1 月 25 日（水） 18:00～

場所：石狩市民プール 2 階ホール

会費：2,000 円（当日受付）

締切：平成 29 年 1 月 10 日（火）

申込：同封の申込書で FAX、持参または電話でお願いします。
申込先：石狩市公民館

電話/FAX

0133-74-2249

ICC31 号
皆さまから頂いたアンケート調査表から講座受講後の感想をとりまとめまし

受 講 者 の 声

たのでお知らせします。講座 12 以降は次号（あい風通信 32 号）に掲載予定
です。

講座 1．日ロの懸け橋・船頭 大黒屋光太夫
大変分かりやすく興味深く感動的な講座で大黒屋光太夫の人物、歴史が生き生きと伝わった。
講座 2．北海道の活火山
火山は噴火災害を起こすが、景色や温泉、地熱発電などの恵みをもたらすことを知った。
講座 3．北海道遺産を巡る旅
石狩を越えて北海道遺産とその地域の歴史を見学し学べる素晴らしい内容だった。
講座 4．躍進する石狩湾新港
石狩地域の今後のエネルギー構想、夢の様な話だが可能性を持って取り組む事は大切だと実感。
講座 5．アイヌとは？その歴史
自分の住む花川がアイヌの歴史と深く関わりがあったなど、知らない事ばかりの内容だった。
講座 6．石狩歴史散歩
多くの方々の力が結集し素晴らしい村造りに力を注いだことを改めて知った。当時の村の繁栄は
目を見張るものであったと想像し、この地に生き闘ってきた人々の思いを感じる機会となった。
講座 7．カレッジの社会見学
王子発電所、製紙工場、サーモンパーク等通常見学出来ない所も訪れて大変勉強になり楽しんだ。
講座 8．今に残る小樽職人の心意気
日本という国に対する誇りと自信を感じさせてくれ、幅広く興味深いお話を聞くことができた。
講座 9．探してみよう、札幌駅のアート
札幌駅構内コンコースを利用していてもほとんど気づかなかったアート作品は素晴らしかった。
講座 10.初秋の日高路を旅する
50 年以上探していた音源をレ・コード館の大型スピーカーで聞けて嬉しかった。門別競馬場で初
めて馬券の買い方を勉強したのも良かった。レ・コードの湯に入浴し皆裸の付き合いになれた。
講座 11．北海道経済の現状とこれからの展望

豊富なデータと適確な分析をもとに、難しい経済の話を分かりやすく解説いただき理解が進んだ。

第 16 回修了証授与式のご案内
第 16 回修了証授与式は３月上旬に予定していますので、「学びの記録」手帳のスタンプ数の確認をお願い
します。スタンプ数に応じ規定の修了証が学長（市長）から授与されます。所定のスタンプ数を取得された
方は「学びの記録」手帳の巻末にある「いしかり市民カレッジ修了証申請書」に必要事項を記入の上、カレッ
ジ事務局（石狩市公民館）に提出して下さい。

更新手続きのお願い

新規特典会員勧誘のお願い

～年度会費は 4 月末日までにお願いします～
平成 29 年に入りました。更新手続きと年度会費
（1,000 円）の納付をよろしくお願いします。
①公民館での受付
②主催講座会場での受付
③ゆうちょ銀行での振込み
●お問い合わせは市民カレッジ事務局（石狩市公民
館☎0133-74-2249）へお願いします。

～カレッジ生の仲間を増やしましょう～
1 月～3 月の入学は、年度会費を 29 年度分
とし、申込時からカレッジ生として扱う特
典入学制度を適用します。皆さまのまわり
の方にぜひお知らせ頂きカレッジ入学をお
勧め下さい。
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いしかり市民カレッジ運営委員会
編集担当：中川、勝木、三上、光川、石井

■ お問合せ

石狩市公民館

石狩市花川北 6 条 1 丁目 42
TEL：0133-74-2249 FAX：0133-74-2249
E-mail：kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp
HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.ishikari-c-college.com/

