
「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 9時～12時30分

申込期限 ―

参加費 各回　一般　500円 ・ カレッジ生 400円

対象・定員 各16人（申込多数時抽選）

74・2249　 FAX 74・2249 HP：URL http://www.ishikari-c-college.com/

№ 2

時　間 9時～15時

申込期限 ―

参加費 一般　500円 ・ カレッジ生 400円

対象・定員 各17人（申込多数時抽選）

74・2249　 FAX 74・2249 HP：URL http://www.ishikari-c-college.com/

まちの先生企画講座

№ 1

時　間 ①②9時～13時

申込期限 8/16（月）

参加費 各回　材料費 ：500円、受講料：一般　500円 ・ カレッジ生 400円

対象・定員 各18人（最少催行人数10人・申込多数時抽選）

74-2249　 FAX 74-2249 HP：URL http://www.ishikari-c-college.com/

№ 2

時　間 9時～10時30分

申込期限 6/29（火）

参加費
各回　材料費 ：500円、受講料：一般　500円 ・ カレッジ生 400円
持ち物：エプロン、三角布

対象・定員 各15人（最少催行人数10人・申込多数時抽選）

74-2249　 FAX 74-2249 HP：URL http://www.ishikari-c-college.com/

開催日 ※延期（開催日未定）

会　場 石狩市公民館（花川北6・1）集合

篠津地域は、戦後に世界銀行の融資を受けて行われた灌漑・排水事業により、泥炭地から日本有数の穀倉地帯に開発されました。
その歴史を学びます。
見学先：篠津泥炭地資料館ほか
講師：坂本　克史（NPO法人篠津泥炭農地環境保全の会）

開催日 ※延期（開催日未定）

電　話

石狩市公民館（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）

講座１「イチゴを摘んで手作りジャム作り」　　※当初の予定から日程が変更となっています

内　容
①イチゴ手作りジャム作り　（イチゴ摘みは中止）
②木苺の手作りジャム作り
講師：萬年　静代

開催日 ①8/30（月）　　②9/9（木）

会　場 石狩市花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

　　　　（令和３年６月号）

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４「石狩歴史散歩～花畔地区、北生振・高岡地区～」　　※延期になりました

内　容

明治期に本州からの移住により開拓された花畔・北生振・高岡地区を散歩し、先人が残した碑や神社などを訪ねて、石狩が歩んでき
た姿を学びます。
①花畔地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
②北生振・高岡地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
講師：村山　耀一（石狩市郷土研究会会長）

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）　　※延期になりました

内　容

会　場

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２「ダッチオーブンで作る野外料理」　　※当初の予定から日程が変更となっています

内　容
①蒸す・燻す（燻製玉子）　②焼く（石焼いも）　③煮る（チキンアイスバイン）
講師：新津　賢二

開催日 ①7/20（火）　　②7/27（火）　　③8/3（火）

会　場 「野菜香房」（緑苑台東1・2　緑苑台小学校 向い）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

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、日程等 変更になる場

合があります。変更がありましたらホームページやポスター等でお知ら

せいたしますのでご確認ください。また、受講を希望される方は、お申

込みの際にご確認ください。



№ 1

時　間 11時〜12時

申込方法 申込不要　　※現地に直接お越しください

参加費 無料　　※マスク着用のこと

対象・定員 10人（申込順）

62-4611 FAX ― Eメール ―

№ 2

時　間 9時15分～13時30分

申込期限 ―

参加費

無料　※入浴される方　大人650円、小学生以下350円、65歳以上
600円（券売機）　　持ち物：飲み物、タオル、ポイントカード、入浴
される方は、お風呂道具　※ポイントカードをお持ちでない方は受
け付け時に交付します

対象・定員 石狩市民・20名（申込順）

72・6123 FAX ― Eメール ―

№ 3

時　間 13時30分～15時

申込期間 6/7(月)～6/14(月)

参加費 無料

対象・定員 ―

77・7535 FAX ― Eメール ―電　話

認知症サポーター養成講座　　※オンライン受講のみになりました

内　容
認知症の方が安心して暮らし続けられる地域づくりのために、認知症の方やその家族を支える活動（ボランティア）を行うサポーターを
養成する研修です。　※MicrosoftTeamsを使ったオンラインの受講となります。パソコン、インターネット環境は各自ご用意ください。

開催日 6/22（火）

会　場 ―

申込み/
問合せ

石狩市　地域包括ケア課

開催日 ①6/26（土）　②6/27（日）　※小雨決行

弁天歴史公園 運上屋棟前（弁天町38）集合
※小雨開催

申込み/
問合せ

いしかりガイドボランティアの会
（石狩市観光協会）

電　話

弁天歴史公園ガイドツアー（初夏の誘い編）　　※当初の予定から日程が変更となっています

内　容
初夏の季節情報とともに、弁天歴史公園の見どころを園内をめぐりながらご案内します。
講師：いしかりガイドボランティアの会

電　話

会　場

石狩いきいきウオーキングin本町　　※中止になりました

内　容
弁天会館から石狩灯台をまわり、はまなすの丘公園を歩いて戻ってくる約６kmのウオーキング。浜辺を歩いてステキな石狩を再発見し
ませんか？ウオーキング後には石狩の特産品が当たる抽選会と温泉入浴も！

開催日 中止

会　場

６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！

8時45分までに市役所駐車場（花川北6・1）集合

申込み/
問合せ

石狩市　スポーツ健康課

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、変更となる場合があります

ので、受講を希望される方は各団体へご確認ください。

 
～私達は えりすテレビの応援団です～ 

えりすいしかりネットテレビ協力会 

    会 長    片平 一義 

     ♪石狩市の地域メディアを 

       ぜひ応援してください♪ 

お問合せは FAX 62-9088 えりす TV 内 

 

 

お持ち帰り専門店 

焼焼鳥鳥  
大大五五郎郎チチェェーーンン  
石狩市花川南 1条 6丁目 

予約電話 090-9752-6444（大場 正弘） 

 
 



№ 4

時　間 ①18時～21時　②９時～12時　　③９時～13時

申込方法
6/23（水）までに電話申込のうえに申請書提出
※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
小学５年生以上の市民または市内勤務者　※夜の部は１６歳以
上・各10人

77・6217 FAX ― Eメール ―

№ 5

時　間 11時～12時

申込期限 6/22（火）

参加費
100円　　持ち物：動きやすい服装
※飲み物（有料）の注文をお願いいたします。

対象・定員 乳幼児の親子・定員なし

090・8636・2004 FAX ― Eメール ―

№ 6

時　間 13時30分～15時30分

申込方法 申込不要

参加費
500円（資料代ほか）
※マスク着用にご協力ください

対象・定員 ―

090・6211・1602 FAX ― Eメール ―

№ 7

時　間 10時～12時

申込方法 申込不要　　※現地に直接お越しください

参加費
無料　　持ち物：飲み物、タオル、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 ―

一般財団法人　石狩市防災まちづくり協会

電　話

会　場 石狩商工会館（花川北6・1）

電　話

開催日 6/29（火）

会　場 紅南公園 集合　※現地集合現地解散

①②普通救命講習Ⅰ　③普通救命講習Ⅱ

内　容

開催日

風車学習会
講演会「気候危機対策に伴う熱帯森林と先住民族の喪失」からの警鐘

内　容
星槎大学特任教授西原智昭氏の講演会（4/21石狩市にて開催）動画を視聴。脱炭素社会を支える技術に必須の希少金属等を産出
するアフリカ・東南アジア・南米の現状を知り、人類が地球生態系へ及ぼす影響や求められる暮らし方について考えます。
講師：石狩湾岸の風力発電を考える石狩市市民の会代表　安田秀子氏

開催日

石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
安田さん

申込み/
問合せ

①6/25（金）　②③6/28（月）

①②・・・成人に対する応急手当の知識と技術（心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法など）
③・・・・・②に加え効果測定１時間

申込み/
問合せ

ウオー９の日イベント　すこやかウオーク

内　容 紅南公園から発寒川遊歩道をとおり紅葉山南公園まで行き、戻ってくる約６．５キロのウオーキング

申込み/
問合せ

石狩市　スポーツ健康課

電　話

アートウォームカフエほわぽわ　親子フラ＆ヨガ体験

内　容 初めての方でも気軽に楽しめます。　　　講師：アクト・スポーツプロジェクト　谷さん・久司さん

開催日 6/26（土）

会　場 アートウォーム（花畔1・1）

申込み/
問合せ

子育て支援ワーカーズ　ぽけっとママ

電　話

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

6/27（日）

 

 

お持ち帰り専門店 

焼焼鳥鳥  
大大五五郎郎チチェェーーンン  
石狩市花川南 1条 6丁目 

予約電話 090-9752-6444（大場 正弘） 



№ 8

時　間 9時〜11時30分

申込期限 6/27（日）

参加費 無料　　持ち物：雨具

対象・定員 5人（申込順）

62-4611 FAX ― Eメール ―

№ 9

時　間 13時30分～15時30分

申込方法 6/18（金）までに電話またはFAX

参加費 500円　　持ち物：筆記用具

対象・定員 一般成人・10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

●体育協会「スポレク出前講座」は、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　　　　　　原則平日の10時～17時　※土日要相談　　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　　　所定の申込書及び新型コロナウイルス感染症対策チェックシートを希望日の6月前から20日前までに提出

◆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

申込み/
問合せ

いしかりガイドボランティアの会
（石狩市観光協会）

ガイドボランティア体験ツアー（超入門編その２）

内　容 弁天歴史公園とはまなすの丘で石狩の歴史と自然のガイドを体験しましょう。

内　容 ”脳を活性化する香り”を作ります。　　　講師：AEAJ認定アロマテラピーインストラクター　小野寺　園子 氏

開催日 6/29（火）

会　場
弁天歴史公園 運上屋棟前（弁天町38）集合
※小雨開催

開催日 6/30（水）

文化講座「季節のアロマグッズ作り」

電　話

会　場

日本海に沈む夕日：ヒロミの石狩の自然シリーズ　　　　　テーマ展　「キタホウネンエビ」 海岸林に妖精エビ現る!?

プロガイドによる自転車交通安全教室　　　　　紅葉山公園の桜と鳥たち：ヒロミの石狩の鳥や動物たち

厚田紀行～桜～2021戸田記念墓地公園

※5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

石狩市学び交流センター（花川北3・3）

申込み/
問合せ

特定非営利活動法人　石狩市文化協会
（※火曜を除く）

電　話

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

＝連絡先＝（0133）77 – 5860 ＝場所＝ 石狩市花畔360番地26

～ 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
毎月発行の「あい風通信～お知らせ版

～」に１年間広告を掲載します。

消火器・火災警報器・防災用品・設備点検

廃棄消火器特定窓口（訪問引取可）

道央防災センター
石狩市防災マスター 石狩市花川南6条3丁目 41



№ 1

時　間 9時～15時

申込方法
申込書に必要事項を記入の上、6/11（金）までにスポーツ健康課
へ郵送・FAX・メール（電話申込みも可）

参加費
無料　　持ち物： トレッキング用装備一式、健康保険証、飲み物、
行動食、昼食、マスク

対象・定員 20名（申込順）

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

№ 2

時　間 ①⑥13時～17時　　②③④⑤13時30分～17時

申込期間 ―

参加費 無料

対象 市内在住もしくは在勤の方（要普免）

Eメール ―

●「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

市民後見人養成講座　　※中止になりました

内　容

①開校式、市民後見人概論ほか　　②成年後見制度各論、家裁の説明ほか　　③認知症の理解と高齢者施設について
④障がいの理解と障がい者施設について　　⑤障がい者の理解、後見センターの活動内容について
⑥権利擁護業務の実際、閉講式ほか
※上記の全ての講座に参加することのほか、3種類のレポート（各800字程度）の提出が必要（1種類は申込後送付し、7/5に提出）。

開催日 中止

濃昼山道トレッキング

内　容
7：45～受付～8：00～送迎バス出発（市役所駐車場発）～8：50～受付（濃昼会館）～9：00～トレッキング（約10㎞・山中で昼食）～15：
00　　15：10解散（送迎バスは市役所駐車場まで）

開催日 7/3（土）

会　場 石狩市役所（花川北6・1）集合　　※バス移動

電　話

７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！

申込み/
問合せ

石狩市　スポーツ健康課

・りんくる（花川北6・1）10名
・厚田支所（厚田45⁻5）4名
・浜益支所（浜益2⁻3）4名
※厚田・浜益会場は、リモートで受講

◆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。

◆申込方法は、10人以上のグループで、講座メニュー・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（12/29～1/3）を除く10時～21時（概ね 90 分以内）まで、開催できます。

申込み/
問合せ

地域包括ケア課（☎77-7535／FAX75-2270）
障がい福祉課　（☎72-3194／FAX75⁻2270）

会場/定
員

（申込順）

 

みなさまの 郵 便 局 
ご用命は お近くの 

 
よろしくお願いいたします。 

 
電 気 設 備 工 事 設 計 施 工 

 

 

 

〒061-3212 石狩市花川北 2 条 3 丁目 188 番地 
TEL（0133）73-2828  FAX（0133）74-7667 

一條電気商会 
有限 

会社 ○観  


