
「あい風通信　～お知らせ版～」

問合せ：いしかり市民カレッジ運営委員会事務局（市公民館内）℡0133-74-2249

いしかり市民カレッジ主催講座
№ 1

時　間 ①10:30～12:00  ②9:00～12:30

申込期限 9/5（火）

参加費
受講料1,000円、カレッジ生800円（全2回分）
持ち物：筆記用具

対象・定員 45人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）

74-2249　 FAX ― Eメール ―

　8月・9月には、次の「いしかり市民カレッジ主催講座」も開催されます。

　受講申し込みされた方はお忘れなく。

《講座８》「自然を楽しもう～ガーデニングと自然環境～」

8/4（金）9：00～17：00　フィールドワーク

《講座９》「私たちの生活用水」

①8/25（金）10：30～12：00　花川北コミセン

②9/15（金） 8：20～16：00　フィールドワーク

まちの先生企画講座

　8月・9月には、次の「まちの先生企画講座」も開催されます。

　受講申し込みされた方はお忘れなく。

《講座２》「物語とアロマテラピー」

②8/19（土）　③9/9（土） 13：30～15：00　石狩市公民館

●体育協会「スポレク出前講座」も市民カレッジの対象講座です。

　体育協会は、講師を派遣して、市民の皆さんの健康体力づくりや交流を深めるお手伝いをしています。

◆対象　　　　　　市内在住・在勤・在学のおおむね10人以上で構成された団体

◆日時　　　　　　原則月曜～金曜の10時～17時　※祝日除く。1回の指導時間は2時間以内

◆内容　　　　　　スポーツ・レクリエーション、体育実技、アウトドア、フィットネスなど

◆費用　　　　　　1時間千円　※会場使用料など、講座開催に必要な費用は利用者負担

◆申込方法　　　所定の申込書を希望日の20日前まで提出（ファクス・Eメール可）

◆申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会　電64-1220　FAX64-1222　メールi-sports@crocus.ocn.ne.jp

いしかり市民カレッジ講座（平成29年8月～）

電　話

主催講座10　石狩の農業はどう変わってきたか

内　容
近年の石狩農業の変化と新しい取り組みについて学びます。講師：元石狩市農業委員会委員　吉田 隆義氏
①生振地区の農業のあゆみと石狩市農業の新しい取り組み　②代表的な作物生産に取り組む農家を訪ねて

開催日 ①9/19（火）　②9/26（火）

会　場
①花川北コミセン（花川北3･2）
②市公民館集合（花川北6･1）

申込み/
問合せ

いしかり市民カレッジ運営委員会（市公民館内）
※平日9時～17時



№ 1

時　間 10:30～1時間程度

申込方法 申込不要

参加費 無料　持ち物：野外を歩ける服装、飲み物

対象・定員 ―

080-3239-4834 FAX ― Eメール ―

№ 2

時　間 17:00～20:30

申込期限 8/3（木）

参加費
子ども300円、大人600円
持ち物：飲み物、歩きやすい服装

対象・定員 小学生以上の子どもと保護者　30人

090-1388-4400 FAX ― Eメール iufc.office@gmail.com

№ 3

時　間 10:00～12:00

申込期限 各回開催日の3日前まで（要事前予約）

参加費 大人300円、子ども100円

対象・定員 各回親子10人　5歳以上

60-6107　 FAX ― Eメール ―

№ 4

時　間 10:00～11:00

申込方法 申込不要

参加費
会員300円、非会員500円
持ち物：上靴、タオル、飲み物

対象・定員 ―

62-8162 FAX ― Eメール ―

№ 5

時　間 10:00～12:00

申込方法 申込不要。当日直接会場へ。

参加費

無料　　持ち物：歩きやすい靴･服装、飲み物、帽
子、ポイントカード
※ポイントカードがない方は、受け付け時に交付
します

対象・定員 ―

72-6123 FAX ― Eメール ―

8月開催の連携講座

電　話

開催日

ウオー9の日イベント　はつらつウオーク

内　容 花畔地区を歩く約4.2kmのウオーキング

8/9（水）　※荒天中止

いしかり海辺ナイトウオーク

内　容 夜の石狩浜を河口まで散策します。星空ウオッチングもあります。　講師：いしかり砂丘の風資料館　志賀 健司

開催日 8/5（土）

「はまなすの丘公園」観察会

内　容
いしかり海辺ファンクラブが「はまなすの丘公園」を1時間程度案内しながら、植物を観察します。
講師：いしかり海辺ファンクラブ会員

開催日 8/5（土）

会　場
集合場所：はまなすの丘公園ヴィジターセンター
駐車場（浜町29･1）

申込み/
問合せ

いしかり海辺ファンクラブ　石井さん

電　話

会　場 石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48･1）

申込み/
問合せ

いしかり海辺ファンクラブ

電　話

申込み/
問合せ

会　場 石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48･1）

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター　※火曜定休

スポーツ健康課

電　話

夏休みこども自然教室

内　容 ①植物ミニ標本作り　②砂の中のお宝さがし　③草木染め

開催日
①8/5（土）･6（日）
②8/11（金･祝）･13（日）
③8/12（土）

会　場 集合場所：りんくる（花川北6･1）

電　話

土曜日アクトタイム～家族みんなで身体を動かそう♪

内　容 ①ボッチャ、バドミントン　②フィットネスフラダンス　③３Ａ、ユニホック

開催日 ①8/5（土）　②8/19（土）　③8/26（土）

会　場 りんくる（花川北6･1）

申込み/
問合せ

（一社）アクト・スポーツプロジェクト

mailto:iufc.office@gmail.com


№ 6

時　間 10:30～12:00

申込方法 申込不要

参加費
月2回500円（1回のみの参加も可）
持ち物：底の平らな上靴

対象・定員 ―

74-4131 FAX 74-4131 Eメール ―

№ 7

時　間 8：30～13：00

申込期限 8/10（木）

参加費 500円

対象・定員 20名

72-3164　　　 FAX 72-3540 Eメール ―

№ 8

時　間 各回10:00～12:00

申込期限 8/16（水）

参加費
1回300円（全3回900円）
持ち物：小筆または筆ペン、新聞紙、雑巾など

対象・定員 成人　10人

75-1288 FAX 75-1288 Eメール ―

№ 9

時　間 13：30～15：00

申込方法 申込不要

参加費 300円（郷土研究会員は除く）

対象・定員 ―

72-2000 FAX ― Eメール ―

№ 10

時　間 13:30～15:30

申込方法 申込不要

参加費 300円（資料代）

対象・定員 ―

74-6198 FAX ― Eメール ―

電　話

会　場 学び交流センター（花川北3･3）

申込み/
問合せ

ふまねっとはまなす　椙下（すぎした）さん

電　話

学習会「大型風車低周波音による健康影響を学ぶ」

内　容
新港周辺に建設間近の大型風車20基は石狩市に何をもたらすのでしょうか？全国各地での実例から学びます。
講師：石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会代表  安田 秀子氏ほか

開催日

きむら果樹園（浜益区幌379-2）
※市役所駐車場集合（バス移動）

申込み/
問合せ

内　容

内　容

石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
安田さん

電　話

郷土研究会顧問の田中 實さんに「大東亜戦争と石狩（市）の戦没者－大誠丸と殉国写経塔（了恵寺）」について
お話しいただきます。

きむら果樹園でくだもの講座「果樹の防除とりんごの管理」

NPO法人石狩市文化協会事務局

会　場

石狩市郷土研究会共同講座・第68回 石狩の古老に話を聞く会

いしかり食と農のカレッジ運営委員会事務局
（農政課内）

電　話

浜益の果樹園の生産者から果物の栽培方法について学びます。
学習会なので、果物狩りなどは行いません。　講師：きむら果樹園　木村　武彦氏

開催日 8/10（木）･24（木）

内　容
50ｃｍ四方のマス目でできた大きな網を、踏まないようにゆっくり歩く運動です。
運動が苦手な人でも大丈夫！

ふまねっと健康教室

開催日 8/16（水）

会　場

花川北コミセン（花川北3･2）

8/20（日）

会　場

平成29年度NPO法人石狩市文化協会主催文化講座

「自分で俳句･短歌などを短冊･色紙に書いてみませんか」

内　容
短冊･色紙に作品を書いて、市民文化祭や展示会に出展してみませんか。
講師：国際現代書道展会員、毎日書道展会友　浅野 玉城先生

開催日 8/18、9/1･8　※全て金曜

学び交流センター（花川北3･3）

申込み/
問合せ

開催日 8/19（土）

会　場 市民図書館（花川北7-1）

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

申込み/
問合せ



№ 11

時　間 9：00～12：00

申込方法 事前に電話申込　※当日受付不可

参加費 無料

対象・定員 中学生以上の市民または市内勤務者

74-7024 FAX ― Eメール ―

№ 12

時　間 13:30～15:00

申込期限 8/16（水）

参加費
無料　持ち物：母子健康手帳、子ども用スプーン、
バスタオル、おむつなど出かけるときの持ち物

対象・定員
おおむね4～6ヵ月児と保護者・20組（申込順）
※上のお子さんの託児希望の方は要相談

72-3124 　　 　 FAX ― Eメール ―

№ 13

時　間 13:00～15:00

申込方法 8/28（月）

参加費 無料

対象・定員 成人　20人

75-1288 FAX 75-1288 Eメール ―

えりす　いしかり 検索 　※石狩市議会映像　専用サイトで配信中

　※石狩市市民生活便利帖　市ＨＰからどうぞ

会　場 石狩消防署（花川北１・１）

申込み/
問合せ

石狩消防署警防課救急担当

※７月末日までのアップ分含む　※スマホで「えりすいしかりＦＢ」も見てね

保健推進課

会　場 りんくる（花川北6･1）

学び交流センター（花川北3･3）

申込み/
問合せ

NPO法人石狩市文化協会事務局

電　話

はじめての離乳食教室

いしかり浜サンドパーク2017 （一社）石狩観光協会

輪島市友好都市提携５周年記念訪問

ふれあいロビーコンサート ヴァイオリン：佐々木美佳子 ピアノ：松下香推子

電　話

会　場

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

内　容 保育士による遊びの紹介や栄養士による離乳食の進め方の話と試食。

NPO法人石狩市文化協会主催文化講座

「石狩河口橋音頭を踊ろう」

内　容
先人の思い叶った夢の橋、石狩河口橋音頭を踊ってみませんか。
講師：泉流師範　NPO法人石狩市文化協会会長　泉恵千翔先生

開催日 8/30（水）・9/20（水）

申込み/
問合せ

8/20（日）

内　容

電　話

定期普通救命講習会

開催日 8/21（月）

心肺蘇生法や異物除去、訓練用ＡＥＤを用いた講習会です。
受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。

開催日



№ 1

時　間 9:00～15:00

申込期限 8/31（木）

参加費
300円、中学生以下100円
持ち物：昼食、飲み物、歩きやすい服装

対象・定員 小学生以上（小学生は保護者同伴）　30人

60-6107 FAX ― Eメール iufc.office@gmail.com

№ 2

時　間 10:45～16:40

申込期限 9/4（月）

参加費
無料　　昼食は佐藤水産サーモンファクトリー店レ
ストランで各自実費負担

対象・定員 一般　30人

72-3191 FAX ― Eメール ―

№ 3

時　間 10:00～17:00

申込期限 9/19（火）

参加費 無料

対象・定員 市内事業所の経営者および管理職の方　30人

72-3166 FAX 72-3540 Eメール syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp

●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの対象講座です。

◆問合せ：社会教育課 ℡72-3173

電　話

管理職向け「コーチング」研修

内　容

申込み/
問合せ

電　話

消費生活センターバス研修

内　容
東洋水産北海道工場や雪印メグミルク酪農と乳の歴史観の見学を通して、消費生活相談員と身近な暮らしの問
題について一緒に考え、賢い消費者になりましょう。

開催日 9/11（月）

会　場 集合場所：市役所（花川北6･1）

申込み/
問合せ

◆市のまちづくりや、制度の内容など、いろいろなテーマについて市職員を講師として派遣し、皆さんの学習をお手伝
いします。メニュー表は市内公共施設や市ＨＰから入手できます。

◆申込み方法は、10人以上のグループで、メニュー、開催日時、会場を決め希望日の３週間前までにお申込みくださ
い。（年末年始を除く毎日10時～21時まで開催できます）

内　容

電　話

商工労働観光課

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

開催日 9/3（日）

会　場 集合場所：市役所駐車場（花川北6･1）

広聴･市民生活課

望来海岸を歩き、赤いハマナスの実やウンランなどの植物、石油湧出地などを観察しながら歩きます。

石狩市に事業所のある経営者および管理職の方を対象に、人材育成の課題や解決方法を学び、
若手社員の早期離職防止や職場定着を図ることを目的としたセミナーです。

開催日 9/22（金）

会　場 りんくる（花川北6･1）

9月開催の連携講座
望来海岸不思議発見ツアー

 
協賛金のお願い 

いしかり市民カレッジの運営経費は受講料と年

会費でまかなわれています。いしかり市民の学び

を支援するために協賛金（広告料）としてぜひご

協力ください。 

◆協賛金 一口 5,000 円／年 

年４回発行の「あい風通信」に１年間広告を掲載します。 

mailto:syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp

