■「いしかり市民カレッジ」情報紙
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1７号
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 24 号

前号でご報告しました 5 周年記念行事の計画については、そ
の後内容がかなり具体化しましたので、改めてお知らせいたし
ます。
記念行事は、10 月 14 日（月・祝日）に、花川北コミュニティ
センター・アリーナと市民プール 2 階で開催します。
内容は、先ず、5 周年記念講座として、作家・小檜山博氏の講
演「ひとりでは生きられない」（90 分）を花川北コミュニティ
センター・アリーナで開催します。小檜山氏の人間や北海道へ
の熱い想いがどんな言葉で語られるのか、大いに期待されると
ころです（小檜山博氏については、右に略歴を記しました）。
また、講演後、別室でサイン会も予定していますので、こちら
もお楽しみにお待ち下さい。なお、小檜山博氏の講演が実現し
たのは、「小檜山博文学を読む会」会長・葛西庸三様のご尽力
によるものであることを皆さまにご報告し、紙面を借りて、葛
西様に改めて御礼申し上げたいと思います。
講演の後は、引き続き 5 周年記念式典を行いますが、その中
で永年講師として功績のあった方々への感謝状贈呈を考えてい
ます。また併せて、第 9 回修了証授与式も行います。
記念式典の後は、市民プール 2 階で、5 周年祝賀会を開催しま
す。カレッジ生、関係者、講師、運営委員が一堂に会して、こ
れからの「いしかり市民カレッジ」のあり方について、活発な
意見交換が行えれば、と願っています。なお、祝賀会には、小
檜山博氏も参加される予定です。さらに、5 周年記念行事の一環
として、5 周年記念誌の発行も計画しています。
5 周年記念行事については、以上の通りですが、皆さまにご協
力をお願いする場面も多々あることと思います。どうか、よろ
しくお願い申し上げます。
◇5 周年記念行事
1. 記念講座 小檜山博氏・講演「ひとりでは生きられない」
15：00～16：30
ICC１7花川北コミュニティセンター・アリーナ
号
2. 記念式典
17：00～17：30
花川北コミュニティセンター・アリーナ
3. 記念祝賀会
18：00～20：00
石狩市民プール 2 階
4. 記念誌発行
平成 25 年 12 月発行予定

小檜山 博（こひやま はく）氏
作家、1937 年滝上町生まれ。
本名は「博」を「ひろし」と読む。
北海道苫小牧工業高等学校電気科
卒業。神田日勝記念美術館館長。北
海道教育大学特任教授。札幌市西区
在住。
1976 年「出刃」で北方文芸賞受賞。
1983 年「光る女」で泉鏡花文学賞受
賞。同作で北海道新聞文学
賞受賞。
2003 年「光る大雪」で木山捷平文
学賞受賞。
2005 年 北海道文化賞受賞。
2007 年 北海道功労賞受賞。

市民カレッジデータ
（６月 24 日現在）
○登録者～174 人
○連携団体～98 団体

ロゴ制作者
丸山英里子さん

ICC17 号

これからの主 催 講 座 紹 介
講座７ 「地質・地震学から学ぶ北海道の災害史」

（8/24、9/21・北コミ、10/5・公民館）

日本では東日本大震災の地震以来多くの地域で地震活動が活発になり、活動期に入ったかの
様相を呈しています。地震と震災の情報は太平洋側に多く、日本海側に余りありません。久しく起っ
ていない石狩地震と日本海の地震に伴う津波が心配です。日本海の地震や津波の歴史について
学び、今後の防災を考えます。
講座８ 「北のお天気～北海道の気候変動とお天気報道最前線」

（9/19、9/26・北コミ）

近年の北海道の天気は何かおかしい。昨年夏の猛暑や残暑つづき、竜巻の発生や今冬の豪雪
など、目まぐるしい気象の変化に戸惑いを感じます。気象の専門家（札幌管区気象台専門官）に近
年の北海道の気候変動を分かりやすく解説してもらいます。また、毎日の天気を報道するメディア
（HBC 北海道放送）のキャスターからは、お天気報道最前線の今を伝えてもらいます。

札幌で「いしかり市民カレッジ展」を開催〜石狩でも巡回展示
いしかり市民カレッジは開学 5 周年を迎え様々な記念事業を計画していますが、それに先立って
札幌市民にいしかり市民カレッジを紹介することができました。5 月 2 日（木）〜28 日（火）の期間、北
大植物園前の“かでる 2・7”の 9 階にある情報交流広場において「いしかり市民カレッジ展」を開催し
ました。
廊下の展示ケースには、カレッジ生の阿部靖さんからお借りしたマスター700 までの修了証やパン
フレット、学びの手帳などを並べ、壁にはカレッジに関するポスター数枚を掲示しました。
情報交流広場の正面入口には、持ち帰り自由のパンフレットや現在募集中の講座チラシおよび実
施講座一覧表などを置き、さらに「あい風通信」や「あい風通信〜お知らせ版」のバックナンバーなど
も配置しました。広場の大きなボード 5 面には「いしかり市民カレッジの誕生」、「カレッジのしくみ」、
「講座内容について」、「講座情報について」および「学びの認定について」の項目に従って、比較
的詳しい内容の説明を掲示しました。また、これまで開催した魅力ある講座のいくつかを「いしかり学
コース」、「プロフェッサーコース」、「地域企業コース」、「スキルアップコース」、「芸術・文化コース」
および「ホットな話題の講座も開催」に分類し、講座ポス
ターと写真をボックス型ボード 4 個に掲示しました。
総数約 40 枚の写真を掲示しましたので、講座の魅力と
楽しさを十分伝えることができたと思っています。
今回の市民カレッジ展は非常に良い企画でしたので、
石狩の皆さんにも市民カレッジの良さを再度伝えたいと
考え、現在以下のような巡回展示を行っています。
是非ご覧下さい。
◆ 花川南コミュニティセンター［6/4（火）〜6/10（月）］
◆ 花川北コミュニティセンター［6/21（金）〜6/30（日）］
◆ 石狩市民図書館
［7/24（水）〜8/4（日）］

ひろ ば

い し か り
市 民
カ レ ッ ジ

ISHIKARI
CITIZEN’S
COLLEGE

『サークル活動・会場探しのお役立ち情報』
従来この紙面では、各団体の活動をご紹介してきましたが、少し視点を変えて、団体（サークル）の活動に
お役に立つような情報を集めてみました。今回は市内の施設の利用方法についてまとめました。
施設名

住所・電話

石狩市公民館
花川北コミュニ
ティセンター
花川南コミュニ
ティセンター
学び交流セン
ター

花川北 6-1-42
☎74-2249
花川北 3-2-198
☎74-6525
花川南 6-5-27
☎73-5300
花川北 3-3-1
☎74-8889

り ん く る

花川北 6-1-41-1
☎72-8181

市民図書館

花川北 7-1-26
☎72-2000

時間当り貸室料金
一例（キャンセル）
第一研修室
300 円（5 日前）
会議室 A,B
各 500 円（15 日前）
会議室 A,B
各 500 円（15 日前）
第 1 研修室
100 円（5 日前）
3 階会議室
500 円（14 日前全額返金、
5 日前半額返金）
研修室 1
10 時～12 時 1000 円
曜日・時間で変動（4 日前）

利用時間
9：00～
22：00
9：30～
21：00
9：30～
21：00
9：00～
21：00
9：00～
21：00 土・
日は変動
曜日により
変動

休館日
毎火曜日
第 2・第 4
月曜日
第 1・第 3
月曜日
毎火曜日

ポスター掲示
チラシ配置
ポスター掲示・可
チラシ配置は要相談
ポスター掲示・可
チラシ配置は要相談
ポスター掲示・可
チラシ配置は要相談
原則センター利用団
体

第 1・第 3
日曜日

ポスター掲示・可
チラシ配置は要相談

毎月曜日

ポスター掲示・チラシ
配置は要相談

※申し込み開始日は、花川北、南コミュニティセンターは 3 カ月前、りんくるは 2 カ月前、市民図書館は
3 週間前となっています。
なお、公民館は土、日、祝日、学び交流センターは、火、土、日、祝日には申込の受付をしていません。
※貸室料金は一例です。各施設とも室ごとに料金が設定されていますので、ご注意ください。
※石狩市体育協会（☎64-1220）、石狩市社会教育関係団体（公民館☎74-2249）、石狩市文化協会（☎75-1288）
に所属する団体は、貸室料金が減免となります。

講師の声

まちの先生企画講座

歌声ワン・ツー・スリーを終えて
講座に参加した方は、歌う意欲満々で来てくれま
したので、とても進めやすかったです。声もよく出
ていて、すぐステージ発表ができそうな感じがしま
した。ハンドサインや指揮の仕方にも意欲的に取り
組み、歌いたい曲もたくさん出してくれ、私も一緒
に夢中で歌ってしまいました。 高橋 美恵子さん

カレッジ生の声
阿部 靖さん ～マスター700 達成～
学生時代に戻った気分でさま
ざまな講座を受講することによ
って、興味の幅が広がり、いろ
いろな人と知り合いになれるの
がとてもうれしいです。

スタッフになりました
今年は例年になく桜の開花が遅れましたが、どうにか綺麗な桜を眺めることができました。日ごろから慌
ただしく生活していて、花を愛でることはおろかボランティアに参加してお友達作りをすることは不可能な
ことと思っていました。４月からはスタッフとして参加させていただくことになりました。家事と仕事の合
間を縫いながらの活動となりますが、どうぞよろしくお願い致します。 総務・広報グループ 伊島 久美子
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■ 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/

