おかげさまで１０周年
平成３０年度

講座案内

◆主催講座
■講座１／北方領土と北海道～道新編集委員による
教養講座～
第１回 密漁の海で
日時：４月１２日（木）１０：３０～１２：００
第２回 逃がした解決のチャンス
日時：４月１９日（木）１０：３０～１２：００
第３回 新しいアプローチは成功するか
日時：４月２６日（木）１０：３０～１２：００
講師：北海道新聞社編集局編集委員 本田 良一 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座２／騙されない為に～騙される仕組みを知る～
第１回 「信じるものは、騙される」～マジックの不思議から～
日時：５月１１日（金）１３：３０～１５：００
講師：札幌自然科学教育研究会・マジックサークルチェリー会
員 三好 敬一 氏
第２回 「特殊詐欺」なぜわたしたちは詐欺にかかるのか？その
心理を探る
日時：５月１８日（金）１３：３０～１５：００
講師：一般社団法人応用心理ライフマネジメント協会
松前 葉子 氏
第３回 「特殊詐欺被害の実例と対策」
日時：５月２５日（金）１３：３０～１５：００
講師：札幌方面北警察署生活安全課生活安全係長
菅原 克彦 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座３／アイヌの側からみた北海道１５０年
第１回 アイヌの側からみた北海道１５０年
日時：５月３１日（木）１０：３０～１２：００
講師：北海道博物館学芸副館長 小川 正人 氏
第２回 受け継がれてきたアイヌ文化
日時：６月７日（木）１０：３０～１２：００
講師：北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授
北原 次郎太 氏
第３回 共生をめざしてアイヌが語る
日時：６月１４日（木）１０：３０～１２：００
講師：北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授
北原 次郎太 氏ほか
会場：花川北コミュニティセンター

■講座４／躍進する石狩湾新港～先端企業を訪ねて～
日時：６月１日（金）９：００～１２：００
見学場所：日建片桐リース㈱・エフピコダックス㈱
集合場所：石狩市公民館

■講座５／大人の遠足～夕張を訪ねて～
日時：７月１１日（水） ８：３０～１７：００
見学先：夕張市
集合場所：石狩市公民館

■講座６／石狩歴史散歩～本町地区・厚田地区～
第１回 本町地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
日時：７月１４日（土） ９：００～１２：３０
第２回 厚田地区の碑と開拓の歴史を訪ねて
日時：７月２８日（土） ９：００～１７：００
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 氏

■講座７／博物館はお宝いっぱい！～博物館へ行って
見よう～
第１回 北海道博物館・開拓の村
日時：８月２日（木）８：３０～１７：００
第２回 北海道大学総合博物館ほか
日時：８月９日（木）９：００～１７：００
集合場所：石狩市公民館

■講座８／北朝鮮を考える～現状と今後の展望～
第１回 北朝鮮の歴史と国民生活の現状
日時：９月１日（土）１０：３０～１２：００
第２回 北朝鮮の核開発問題と今後の日本への対応
日時：９月８日（土）１０：３０～１２：００
会場：花川北コミュニティセンター
講師：北海道新聞報道センター・元ソウル特派員 松本 創一 氏

■講座９／続々・ 北海道の 150 年物語～開拓に大きく
貢献した人々～
第１回 島義勇の石狩大府つくり
日時：９月１５日（土）１０：３０～１２：００
講師：ノンフィクション作家 合田 一道 氏
第２回 さらば・・えぞ地 松本十郎伝
日時：９月２２日（土）１０：３０～１２：００
講師：ノンフィクション作家 北国 諒星（奥田 静夫） 氏
第３回 「日本の酪農の父」と呼ばれた黒澤酉蔵
日時：９月２９日（土）１０：３０～１２：００
講師：元とわの森三愛高等学校長・野幌キリスト教学園理事長
村山 昭二 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座 10／北海道のワインを知ろう！
第１回 北海道とワイン
日時：９月５日（水）１３：３０～１５：００
会場：花川北コミニュティセンター
講師：酒本酒店・ＪSA 認定ワインアドバイザー 酒本 のぶ子 氏
第２回 ワイナリー（ワイン工場）の見学～ワイン製造の実際～
（三笠市 山崎ワイナリー）
日時：９月１３日（木）８：３０～１３：００
集合場所：石狩市公民館
裏 面 に続 く

■講座 11／晩秋の中島公園～豊平館と八窓庵～
日時：１０月１９日（金） 時間 未定
見学場所：豊平館・八窓庵等
※集合場所：現地集合

■講座 12／続・サイエンス教室～実験で身のまわりの
不思議をさぐる～
第１回 温めることと冷やすこと～携帯カイロと瞬間冷却パック
のサイエンス～
日時：１１月６日（火）１０：３０～１２：００
講師：北海道大学名誉教授 徳田 昌生 氏
第２回 バターとアイスクリームのサイエンス
日時：１１月２０日（火）１０：３０～１２：００
講師：北海道大学名誉教授 仁木 良哉 氏
第３回 磁石はどうやって鉄をひきつけるの？～磁力線なしで
は暮らせない～
日時：１２月４日（火）１０：３０～１２：００
講師：北海道大学名誉教授 宮台 朝直 氏
会場：花川北コミュニティセンター

◆ まちの先生企画講座
■講座１／身近なものを素敵に変身させよう！～小物作
り～
第１回 ボトルキャップをおしゃれなブローチに
日時：１０月１７日（水）１０：３０～１２：００
第２回 厚紙や木の実でハロウィン・リース
日時：１０月２４日（水）１０：３０～１２：００
第３回 手作りタッセルでストラップづくり
日時：１０月３１日（水）１０：３０～１２：００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：山谷 恵子 さん

第１回 おてだま風お雛様
日時：１１月１５日（木）１０：００～１２：００
第２回 縁起さるぼぼ
日時：１１月２２日（木）１０：００～１２：００
第３回 ミニ吊るし飾り
日時：１１月２９日（木）１０：００～１２：００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：畠 二三子 さん

■講座４／実践パソコン講座～ワードとエクセルをマス
ターしよう～

■講座２／今日から達筆になろう
第１回 偏や冠をうまく書く方法
日時：１０月２６日（金）１０：３０～１２：００
第２回 基本の数字の文字練習
日時：１１月２日（金）１０：３０～１２：００
第３回 実際に宛名を書いてみよう
日時：１１月９日（金）１０：３０～１２：００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：谷中 智子 さん

・
・
・

■講座３／お雛様と吊るし飾り

第１回 ワードの基本操作
日時：１月１７日（木）１３：３０～１５：００
第２回 画像の挿入他
日時：１月２４日（木）１３：３０～１５：００
第３回 エクセルの基本操作、名簿の作成
日時：１月３１日（木）１３：３０～１５：００
第４回 計算式の設定
日時：２月７日（木）１３：３０～１５：００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：いしかり市民カレッジ 勝木 敏一 さん・石井 滋朗 さん

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。
講座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。

○講座開講会場
石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

○ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ集合場所 ・ まちの先生企画講座開講会場
石 狩 市 公 民 館

石狩市花川北６条１丁目４２

☎ 0133-74-2249

◆ お申込・お問合せ先 ◆
いしかり 市 民 カレッジ 運 営 委 員 会
〒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
E-mail：kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

