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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 9時～12時

申込期限 8/8（木）

参加費 受講料　1,000円・カレッジ生800円（全2回分）

対象・定員
①30名、②40名
※申込多数時カレッジ生優先の抽選

74・2249　 FAX 74・2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 2

時　間 8時30分～17時30分

申込期限 8/23（金）

参加費
受講料 500円・カレッジ生 400円、施設見学料550
円　※各自昼食を持参してください

対象・定員 40名　　※申込多数時カレッジ生優先の抽選

74・2249　 FAX 74・2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 3

時　間 10時30分～12時

申込期限 9/5（木）

参加費 受講料　1,500円・カレッジ生1,200円（全3回分）

対象・定員 35人（申込多数時はカレッジ生優先の抽選）

74・2249　 FAX 74・2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

まちの先生企画講座

８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》「女性のための初心者健康マージャン」

　　⑤8/1（月）9時30分～11時30分　市公民館

申込み/
問合せ

講座８「日高路の旅～むかわ竜とアイヌ文化の里を訪ねて～」

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

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）

電　話

講座９「地震予測研究と石狩市の防災の現状」

内　容

胆振東部地震から、私たちはどんな教訓をくみ取り、今後の大規模地震の発生を想定したらよいのか、日本海の
地震予測と津波への心構えや対処方法を考えます。さらに、石狩市の防災対策を通して地震等の災害から建物
や身の守り方を学びます。
① 胆振東部地震をどう見る！　　② 日本海の地震予測と津波　　③ 石狩市の防災の現状について
講師：①②北海道大学大学院理学研究院付属地震火山研究観測センター長・教授　高橋浩晃
        ③市総務課危機管理担当　伊藤道人

開催日 ①9/19（木）　②9/26（木）　③10/3（木）

いしかり市民カレッジ講座（令和元年８月～）

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）

内　容
国内最大の恐竜の全身骨格の化石「むかわ竜」が見つかった穂別で、生きている化石「メタセコイヤ」の街路樹や
古生物のオブジェがある「進化の道」の散策と博物館を見学します。平取では沙流川流域に息づくアイヌ文化の
継承の地・二風谷コタンを訪ね、古代に夢を馳せアイヌ文化にひたります。

開催日 9/6（金）

会　場 市公民館（花川北6・1）集合

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）

電　話

電　話

講座７「発展する石狩湾新港の役割」

内　容
北海道の物流とエネルギ－の重要拠点である石狩湾新港について学びます。
①北海道の国際物流を支える港湾の役割（タグボートで湾内見学）
②最先端の物流センターを見学しよう

開催日 ①8/23（金）　　②9/2（月）

会　場 市公民館（花川北6・1）集合



№ 1

時　間 10時～11時

申込方法 申込不要　当日会場へ

参加費
ＡＣＴ会員：300円　　非会員：500円
持ち物：上靴・タオル・飲み物・ラケット（貸出可）

対象・定員 ―

62・8162　 FAX ― Eメール ―

№ 2

時　間 10時30分～12時

申込方法 申込不要

参加費
月2回500円（1回のみの参加、見学可）
持ち物：底の平らな上靴

対象・定員 ―

73･5270 FAX 73･5270 Eメール ―

№ 3

時　間 19時～21時

申込期限 8/9（金）

参加費 無料　　持ち物：虫除けスプレー、ライト

対象・定員
どなたでも（小学生以下は保護者同伴）・20人（申
込順）

080-4504-6591 FAX ― Eメール ―

№ 4

時　間 8時30分～13時

申込期限 8/15（木）

参加費 500円

対象・定員 20人

72・3164 　 FAX 72・3540 Eメール ―

№ 5

時　間 13:30～15:00

申込方法 申込不要

参加費 無料

対象・定員 ―

72・2000 FAX ― Eメール ―

土曜日アクトタイム教室　～どなたでも気軽にスポーツができる場～

内　容 ①バドミントン　ボッチャ　　②卓球　３A（スリーエイ）　　講師：倉　利隆コーチ

開催日 ①8/3（土）　②8/31（土）

会　場 学び交流センター（花川北3・3）

申込み/
問合せ

一般社団法人アクトスポーツプロジェクト

電　話

開催日 8/17（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

厚田区地域おこし協力隊　江崎さん
（厚田地域振興課）

電　話

第80回 石狩の古老に話を聞く会

内　容 厚田区厚田在住の品田 寛毅さんに「厚田のまちの移り変わり」についてお話しいただきます。

開催日 8/17（土）

申込み/
問合せ

いしかり食と農のカレッジ運営委員会事務局
（農政課）

電　話

申込み/
問合せ

電　話

ふまねっとはまなす　斉藤さん

星空探検隊～ペルセウス座流星群～

内　容

かつては厚田スキー場として栄えた場所も今では誰も訪れない真っ暗な広場。８月１３日前後にピークを迎える”
ペルセウス座流星群”をこのスキー場跡地から見てみよう！暗闇から空を眺めると普段とは違う星空が広がってい
るかも・・・。当日は流星群の秘密を学芸員の方に沢山教えていただきます！(雨天中止)
講師：いしかり砂丘の風資料館　学芸員　志賀　健司　氏

開催日 8/13（火）

会　場
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

会　場
あいろーどパーク旧スキー場(道の駅あいろーど
厚田の東側)(厚田区厚田188・1)

会　場 学び交流センター（花川北3・3）

ふまねっと健康教室

きむら果樹園でくだもの講座「果樹の防除とりんごの手入れ」

内　容
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。果物狩り等は行いません。
講師：きむら果樹園　木村 武彦　氏

８月開催の連携講座　　　※受講希望の方は、各団体へ直接お申込みください！

開催日 8/8（木）、8/22（木）

内　容 網を踏まない、ステップを覚える、手拍子を加える複数の課題を同時に行い、楽しく交流できる学習運動です。



№ 6

時　間 10時～12時30分

申込方法 申込不要

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　※ポイントカードが無い方は、
受け付け時に交付します

対象・定員 ―

72・6123 FAX ― Eメール ―

№ 7

時　間 13時～15時

申込期限 8/16（金）

参加費 500円　　持ち物：筆記用具

対象・定員 一般成人・15人

75・1288 FAX 75・1288 Eメール ―

№ 8

時　間 10時～12時

申込期限 8/19（月）

参加費 無料　　持ち物：飲み物、雨具、歩ける格好

対象・定員 20人（申込順）

080-4504-6591 FAX ― Eメール ―

№ 9

時　間 ①9時～12時　②9時～13時　③18時～21時

申込方法
8/20（火）までに電話申込のうえ申請書提出
※当日受付不可

参加費 無料　　持ち物：動きやすい服装、筆記用具

対象・定員
①②小学５年生以上の市民または市内勤務者
③18歳以上

77・6217 FAX ― Eメール ―

№ 10

時　間 8時45分～12時50分

申込期限 8/15（木）

参加費
無料　　持ち物：歩きやすい靴・服装、タオル、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 市民（小学生以下は保護者同伴）・30人（申込順）

72・6123 FAX ― Eメール ―

申込み/
問合せ

厚田区地域おこし協力隊　江崎さん
（厚田地域振興課）

電　話

会　場 りんくる（花川北6・1）集合　※会場までバス移動

申込み/
問合せ

（一財）石狩市防災まちづくり協会

電　話

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

電　話

第2回石狩いきいきウオーキングin厚田

内　容 厚田キャンプ場から道の駅石狩「あいろーど厚田」へ約５キロのウオーキングをし、お買い物を楽しみます。

開催日 8/24（土）※荒天中止

あいろーどパーク自然観察会

内　容
道の駅石狩「あいろーど厚田」の周辺には大きな森の散策路や川など自然がいっぱい！！そんな自然の中をお
散歩気分で歩きませんか？

開催日 8/20（火）

会　場 学び交流センター（花川北3・3）

会　場 石狩商工会館（花川北6・1）

申込み/
問合せ

NPO法人　石狩市文化協会

電　話

①普通救命講習Ⅰ　②普通救命講習Ⅱ　③応急手当普及員再講習

内　容

① 成人に対する応急手当の知識と技術（心肺蘇生法、AEDの使用・止血方法など）
② ①に加え効果測定1時間
③ 応急手当普及員講習又は再講習を受けてから3年以内の方
※資格の継続には、3年毎の再講習が必要です。

開催日
①昼の部8/23（金） 　②昼の部8/23（金）
③夜の部8/26（月）

会　場 厚田キャンプ場駐車場(厚田区厚田120)集合

石狩市文化協会主催文化講座　「俳句教室」

内　容 五・七・五の世界を体験してみませんか　　講師：横山いさを先生「樅」代表（北海道俳句協会常任委員）

開催日 8/19（月）、9/4（水）

会　場 ふれあいの杜公園（樽川4・1）集合

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

電　話

ウオー９の日イベント　カナールウオーク

内　容 ふれあいの杜公園から前田森林公園内のカナール（運河）のほとりを廻り戻ってくる約８キロのウオーキング。

開催日 8/19（月）



№ 11

時　間 9時00分～15時00分

申込方法
8/9（金）までに市ホームページより申込書をダウン
ロードのうえ必要事項を記入しスポーツ健康課へ
メール・ファクス・郵送

参加費 無料

対象・定員
山道を10ｋｍ以上歩いた経験のある方、または歩
ける方・80人

72･6123 FAX 76・6562 Eメール sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 12

時　間 9時30分～12時

申込期間 8/1（木）～8/19（月）

参加費
500円　　持ち物：飲み物、歩きやすい服装、帽
子、おやつ

対象・定員 小学生以上・10人（申込順）

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

№ 13

時　間 18時～20時

申込方法 申込不要

参加費 300円（資料代他）

対象・定員 ―

090・6211・1602 FAX ― Eメール ―

№ 14

時　間 13時30分～15時00分

申込期限 8/21（水）

参加費
無料　　持ち物：母子手帳、子ども用スプーン、バ
スタオル、おむつ等普段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は要相談

72･3124 FAX ― Eメール ―

№ 15

時　間 9時50分～12時30分

申込期限 8/25（日）

参加費
500円　　持ち物：飲み物、雨具、筆記用具、肌の
でない服装

対象・定員 10人（申込順）

60･6107 FAX ― Eメール hamanasu@guitar.ocn.ne.jp

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター
※開館9時～17時、火曜休館

電　話

いしかり海辺の自然塾「海浜植物種子と石狩川河口の観察会」

内　容
侵食と堆積を繰り返す石狩川河口のダイナミックな砂浜を観察します。
講師：ＮＰＯ法人いしかり海辺ファンクラブ　内藤華子

開催日 8/28（水）

申込み/
問合せ

保健推進課

電　話

はじめての離乳食教室

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。

開催日 8/26（月）

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

スポーツ健康課

電　話

北海道遺産選定　濃昼山道をトレッキング

内　容
濃昼山道（約10ｋｍ）をトレッキングします。　講師：こがね山岳会　渡邉　千秋氏
※イベント中の事故については、応急処置を主催者で行い、保険の適用範囲内で対応しますが、他は、一切の
責任を負えません。当日は参加者の方々の希望に添えない点もあると思いますが、ご了承ください。

開催日 8/24（土）

会　場 りんくる（花川北6・1）

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター
※開館9時～17時、火曜休館

電　話

「いしかりUMIBEキッズクラブ」　石狩浜の植物と砂の関係大発見！

内　容 石狩浜で植物を観察したり、砂の実験をします。

開催日 8/24（土）

会　場
濃昼会館（浜益区濃昼21・11）集合
※石狩市役所からバス送迎あり

申込み/
問合せ

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

学習会「予防原則を置き去りにした日本の風力発電建設」

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

内　容
海外では風車建設に際し、環境影響評価に加えて健康影響評価を実施し、予防原則を守る努力をしています。
その実態を学びます。　　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

開催日 8/24（土）

会　場 石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48・1）



№ 16

時　間 10時～13時

申込期間 8/1（木）～8/20（火）

参加費
1,200円　　持ち物：エプロン、三角巾、ふきん2
枚、筆記用具

対象・定員 一般成人・20人

090-6262-5633 FAX ― Eメール ―

№ 17

時　間 9時～13時

申込期間 8/1（木）～8/26（月）

参加費
500円（資料代）　持ち物：飲み物、歩きやすい服
装、帽子、昼食

対象・定員 小学生高学年以上・30人（申込順）

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

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

●体育協会「スポレク出前講座」も市民カレッジの連携講座です。

　体育協会職員を派遣して、市民の皆さんの健康体力づくりやコミュニケーションを深めるお手伝いをします。

◆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、フィットネス、ダンスなど

◆費用　　　　　　1時間1,000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6月前から20日前までに申込書を提出（ファクス・メール可）

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

●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの連携講座です。

◆問合せ：社会教育課 ℡72-3173

申込み/
問合せ

いしかり農産物加工グループ連絡協議会
うかたまグループ　　村上さん

電　話

食と農のカレッジ　うかたま勉強会②「発酵食テーブル」

内　容
伝統的な三升漬けや漬物の素・甘酒のほか、だし麹やトマト麹等、発酵を活かした美味しい食卓づくりの提案。肉
ソテー、冷やし味噌汁、漬物、サラダ、甘酒チーズケーキほか。　　講師：うかたまグループ会員

開催日 8/28（水）

会　場 花川南コミセン（花川南6・5）

※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

◆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）

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

YOSAKOI石狩朱華弁天２０１９　　　YOSAKOI 石狩流星海２０１９

石狩海岸フットパスツアー「志美北３線から石狩砂丘を歩く」

内　容
3線からカシワ林を抜け、海沿いの道を植物や鳥を観察しながら石狩浜海浜植物保護センターまで歩きます。市
役所からバスに乗ります。　　講師：ＮＰＯ法人いしかり海辺ファンクラブ会員

開催日 8/31（土）

会　場 市役所駐車場（花川北6・1）集合

石狩コンビナート火災関係機関連携訓練　　　プロレスラー現る！

加藤新市長 石狩市役所初登庁　　　新地域おこし協力隊員は大学生

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター
※開館9時～17時、火曜休館

電　話



№ 1

時　間 10時～12時

申込期限 8/23（金）

参加費 無料（テキスト代3,600円）

対象・定員 高校生以上の市内在住の方

72・3194 FAX ― Eメール ―

№ 2

時　間 9時～12時　　※8時45分集合

申込期限 9/5（木）

参加費
無料　　持ち物：動きやすい服装、お持ちの方は
双眼鏡（少数貸出あり）

対象・定員
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）・30人（申
込順）

72･3269 FAX ― Eメール k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp

申込み/
問合せ

環境保全課

電　話

秋の野鳥観察会

内　容 いしかり調整池で水鳥や猛禽類などの野鳥を観察します。　　講師：樋口孝城（石狩鳥類研究会）

開催日 9/7（土）

会　場
市役所駐車場（花川北6・1）集合　※観察地まで
バスで移動

電　話

申込み/
問合せ

障がい福祉課

９月開催の連携講座　　　※受講希望の方は、各団体へ直接お申込みください！

会　場 りんくる（花川北6・1）

要約筆記入門講座

内　容
「自分では話せるのに目の前で話している人の声は聞こえない。」という障がいを持つ方がいることを知っています
か？　聞こえに不安がある方々にとって社会とつながる一つの手段が要約筆記です。隣で紙に書いたり、OHC
（書画カメラ）で書いたものを映しだす方法があります。

開催日 9/4～12/11　（毎週水曜）（全15回）

 
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。 


