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◆主催講座

■講座３／石狩市に残る歴史遺産

第１回

日時：１１月９日（火）１０：３０～１２：００

講師：北海道教育大学札幌校教授 百瀬 響

第２回 ユーカラの舞台となった浜益

日時：１１月１６日（火）１０：３０～１２：００

講師：こがね山岳会代表 渡邉 千秋

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

北海道遺産の濃昼山道と増毛山道

■講座２／「私たちの身近な野鳥との共生を考える」
～長きにわたる野鳥観察を通じて見えること～

第１回 石狩管内における野鳥観察から見えること

日時：５月２０日（木）１０：３０～１２：００

講師：日本野鳥の会札幌支部長 猿子 正彦

第２回 身近なカラスの生態をもっと知ろう

日時：５月２７日（木）１０：３０～１２：００

講師：ＮＰＯ法人札幌カラス研究会代表理事 中村 眞樹子

場所：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 野外学習 石狩の野鳥を観察しよう

日時：６月３日（木）９：００～１２：００

■講座１／「流通最前線の今を知る」～最近の食品の

消費・流通動向と企業戦略～
第３回 大手小売業の加工・物流機能の現場を見る

日時：５月１３日（木）８：３０～１５：００
見学場所：コープさっぽろ江別食品工場ほか

集合場所：石狩市公民館

■講座４／石狩歴史散歩

～花畔地区、北生振・高岡地区～
第２回 北生振・高岡地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
日時：７月１７日（土） ９：００～１２：３０

集合場所：石狩市公民館

講師：石狩市郷土研究会会長 村山 耀一

■講座１０／ウポポイと仙台藩白老元陣屋資料館を
訪ねて～白老町の歴史とアイヌの歴史と

■講座１２／石狩浜の漂着物から地球が見える

第１回 石狩浜の漂着物はどこからやってくるか？

開催延期になりました。
詳しいことはＨＰをご覧ください。

来年へ開催延期になりました。

詳しいことはＨＰをご覧ください。

日程変更

開催延期になりました。詳しくはＨＰをご覧ください。

※改めて受講申込みを受付いたします。
和３(2021)年度 講座案内
文化を再認識する旅～

日時：１０月２日（土）８：３０～１７：３０

見学場所：国立アイヌ民族博物館、仙台藩白老元陣屋資料館

（白老町）

日時：１０月２８日（木）１０：３０～１２：００

場所：石狩市花川北コミュニティセンター

第２回 実際に漂着物を集めて調べてみよう！

日時：１１月４日（木）９：００～１４：００令和３年８月２７日現在
◆ま

■講座８／発展する石狩湾新港の役割 Ⅱ
第１回 北海道の国際物流を支える港湾の役割（仮）
日時：９月７日（火） ９：００～１２：００
見学場所：石狩湾新港

第２回 新港随一のリサイクル工場を見学しよう（仮）
日時：９月２１日（火） ９：００～１２：００
見学場所：未定

集合場所：石狩市公民館

■講
第１

日

第２

日

第３

日

集合

講師

・

・

・ 講座

○ 講座

石

○ ﾌｨｰﾙ

石

○石狩

地下

路線

バス

所要

■講座６／三船殉難事件～忘れてはならない終戦後

の悲劇～
第１回 戦時下の樺太と真岡郵便局９人の乙女の悲劇
日時：８月１９日（木） １０：３０～１２：００

第２回 三船殉難事件
日時：８月２６日（木） １０：３０～１２：００

講師：映像プロデューサー 中尾 則幸
会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座５／大人の社会見学 Ⅱ～篠津泥炭地開発を

学ぶ～（受講者提案講座）
日時：７月７日（水）９：００～１７：００

見学場所：月形町・当別町・新篠津村・江別市

集合場所：石狩市公民館

集合場所：石狩市公民館

■講座７／北海道の水産と漁村

第１回 北海道漁業の動向と生産安定に向けた取り組み

日時：９月１日（水）１０：３０～１２：００

講師：（北海道水産林務部予定）

第２回 水産物の消費流通動向と北海道漁業の未来

日時：９月１５日（水）１０：３０～１２：００

講師：（北海道水産林務部予定）

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 漁業関連施設見学
日時：９月３０日（木）８：３０～１７：００
見学場所：北海道立総合研究機構水産研究本部ほか
（余市町）

集合場所：石狩市公民館

■講座１１／日本遺産と炭・鉄・港めぐり～旧住友赤

平炭鉱を訪ねて～（受講者提案講座）
第１回 旧住友赤平炭鉱を訪ねて

日時：１０月７日（木）８：３０～１７：３０

見学場所：旧住友赤平炭鉱立坑櫓（赤平市）ほか

集合場所：石狩市公民館

■講座９／石狩を繁栄させた宝船～北前船～

第１回 石狩の人々が待ちわびた宝船～生活を支えた下り荷

日時：９月２８日（火）１０：３０～１２：００

第２回 石狩の経済を支えた上り荷～ニシン〆粕やサケなど

日時：１０月５日（火）１０：３０～１２：００

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 北前船ゆかりの地を訪ねて
日時：１０月１２日（火）８：３０～１２：３０
見学場所：石狩市本町地区、厚田区

集合場所：石狩市公民館

講師：石狩市郷土研究会事務局長 石黒 隆一

集合場所：石狩市公民館

講師：いしかり砂丘の風資料館学芸員 志賀 健司

■講座１３／がん治療とその先進医療技術の現状を知ろ

う！（仮）

第１回 がん免疫治療の新しい展開～からだに優しい放射線・

陽子線治療～（仮）

日時：１２月２日（木）１０：３０～１２：００

講師：未定

第２回 婦人科のがんと泌尿器科のがんの最新治療について(仮)

日時：１２月９日（木）１０：３０～１２：００

講師：未定

会場：石狩市花川北コミュニティセンター
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開催中止になりました。
詳しいことはＨＰをご覧ください。

開催延期になりました。

詳しいことはＨＰをご確認ください。

開催延期になりました。

詳しいことはＨＰをご覧ください。

※日程が決まりましたら、改めて

受講申込みを受付いたします。

開催中止になりました。

詳しいことはＨＰをご確認ください。

開催中止になりました。

詳しいことはＨＰをご確認ください。

開催中止になりました。

詳しいことはＨＰをご確認ください。
ちの先生企画講座

座２／ダッチオーブンで作る野外料理
回 蒸す・燻す（燻製玉子）

時：７月２０日（火）９：００～１０：３０

回 焼く（石焼いも）

時：７月２７日（火）９：００～１０：３０

回 煮る（アイスバイン）

時：８月３日（火）９：００～１０：３０

及び会場：野菜香房（石狩市緑苑台東１条２丁目７９）

：新津 賢二

■講座３／家庭菜園の土の健康診断をしてみよう
第１回 よい土とはどんな土？～家庭菜園の土のチェックポイン

ト４つ～

日時：９月２４日（金）１３：３０～１５：３０

第２回 土の厚みと硬さ、排水と水持ちの良否を調べる

日時：１０月８日（金）１３：３０～１５：３０

第３回 土の酸性度（ｐＨ）と作物の栄養分の良否を調べる

日時：１０月１５日（金）１３：３０～１５：３０

第４回 家庭菜園の土を良い土にするための対策

日時：１０月２２日（金）１３：３０～１５：３０

会場：石狩市公民館 視聴覚室

講師：松中 照夫（酪農学園大学名誉教授）

■講座４／銅像を通して北海道開拓の先達者を点描す
る

第１回 道央圏戦前編 黒田清隆、永山武四郎他

日時：１月２０日（木）１０：３０～１２：００

第２回 道央圏戦後編 島 義勇、ケプロン他

日時：１月２７日（木）１０：３０～１２：００

第３回 道内の銅像 松浦武四郎、月形 潔他

日時：２月３日（木）１０：３０～１２：００

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

講師：武石 詔吾

座１／季節の手作りジャム講座
回 イチゴを摘んで手作りジャム作り

時：６月３０日（水）９：００～１３：００

合及び会場：石狩市花川北コミュニティセンター

木苺などの手作りジャム作り

時：９月９日（木）１０：００～１３：００

場：石狩市花川北コミュニティセンター 調理室

：萬年 静代

終了

開催中止になりました。

詳しいことはＨＰをご確認ください。

日程変更
いしかり市民カレッジ主催講座は道民カレッジの連携講座です。

講師の都合等により講座の開講日やテーマについて、今後変更することがあります。
◆ お申込・お問合せ先 ◆
いしかり市民カレッジ運営委員会事務局

〒061-3216 石狩市花川北６条１丁目４２ 石狩市公民館内

Tel & Fax ０１３３－７４－２２４９

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

の開講日時や会場などの詳細は、市広報、あい風通信、ホームページ、ポスター等でお知らせします。

開講会場・ まちの先生企画講座開講会場

狩市花川北コミュニティセンター 石狩市花川北３条２丁目１９８ ☎ 0133-74-6525

ﾄﾞﾜｰｸ集合場所 ・ まちの先生企画講座開講会場

狩 市 公 民 館 石狩市花川北６条１丁目４２ ☎ 0133-74-2249

市花川北コミュニティセンターへのアクセス

鉄麻生駅より【中央バス】１番のりば

名：花畔団地線「１４」「麻１３」「麻１４」

停留所：｢地下鉄麻生駅｣より｢花川北３条１丁目｣まで

時間：約２５分 いしかり市民カレッジ 検索


