
「あい風通信　～お知らせ版～」

No. 001

時　間 10:00～11:00

申込期間 要問合せ

参加費 要問合せ

対象・定員 0～5歳の子どもと保護者

74-4475 FAX - Eメール -

No. 002

時　間 10:00～12:00

申込期間 10/3（水）

参加費
毎回200円（資料代）
※各回ごとの参加も可

対象・定員 要問合せ

佐藤さん　73-7936
宮崎さん　72-0146

FAX
佐藤さん　73-7936
宮崎さん　72-0146

Eメール -

No. 003

時　間 10:00～11:30

申込期間 要問合せ

参加費 月額2,000円　※3か月分前納

対象・定員 要問合せ

74-9062 FAX 74-9062 Eメール -

No. 004

時　間 9:00～12:00

申込期間 9/21（金）

参加費 340円

対象・定員 25人（申込多数時抽選）

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

No. 005

時　間 9:30～11:30

申込期間 10/4（木）

参加費 無料

対象・定員 大人、子どもに関係なく先着順に30人受付

64-2507 FAX 64-2513 Eメール h-mikami@ishikari.or.jp

No. 006

時　間 13:00～14:40

申込期間 ※各回とも受付中

参加費 無料

対象・定員
対象　高校生～大人
定員　各回40人（先着順）

62-3711 FAX - Eメール -

電　話

場　所 石狩市民図書館第2研修室

申込み/
問合せ

石狩市文庫連絡会

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

電　話

開催日 ①10/6（土）・②20（土）

場　所 市民図書館

電　話

石狩大学博物学部専門課程

内　容

石狩の自然や歴史を分かりやすく解説（全4回）。
①石狩地球科学II／石狩漂着物学（講師　志賀健司）
②石狩考古学II／アイヌ文化への道のり（講師：石橋孝夫）
※3・4回目は11月に開催

場　所 川の博物館（新港南1）

申込み/
問合せ

川の博物館

内　容
水と地球のかかわりについて分かりやすく説明します。
※花川北・本町地区方面への送迎バスあり。

開催日 10/6（土）

申込み/
問合せ

市公民館

電　話

学習会「水環境問題」

開催日 10/6（土）

場　所 本町地区（市公民館集合）

石狩仲よし保育園

電　話

ふるさと学習「石狩発祥の地をたずねて」

内　容
旧長野商店や弁天歴史公園などを見学。
講師：いしかりガイドボランティアの会

読み語り実践トレーニング講座

内　容

①・②『絵本』　絵本を実際に読み、子どもたちがどのように受け取るか、体験談を交えながらのトレーニングです。
どうぞ御自分の好きな絵本や、ぜひ読んでみたい本をお持ちください。
③・④『紙芝居』　ふだんあまり手にする機会の少ない紙芝居を、実践トレーニングします。絵本とはちょっと違う読
み方や、実際の舞台に入れた紙芝居を読むのは、読み手もとても楽しいものです。

開催日 ①10/4（木）・②18（木）・③11/1（木）・④15（木）

保育園にあーつまれ！
内　容 ①つくって遊ぼう・②おみせやさんごっこ・③リズムで遊ぼう・④お楽しみの日

開催日 ①10/3（水)・②10日（水）・③17（水）・④24（水）

場　所 石狩仲よし保育園（花川北4-3）

申込み/
問合せ

石狩・学びのスタンプ対象講座（10月）

源氏物語を原文で読む　～声に出して朗読し鑑賞する

内　容
声に出して原文を読むことで心に染みてくる日本語の魅力、読み進むにつれてどんどん引き込まれてしまう物語と
その作者の魅力、2つの魅力を体験しませんか？

開催日 10/5（金）・19（金）　※毎月第1・第3金曜日

場　所 石狩市民図書館

申込み/
問合せ

石狩市民講座「萌木」駒井さん

電　話



No. 007

時　間 10:00～12:00

申込期間 当日会場までお越しください。

参加費
無料
※休館日ですが、講演会は開催します。

対象・定員 一般

72-2000 FAX - Eメール -

No. 008

時　間 18:30～

申込期間 10/5（金）

参加費 300円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74-2039 Eメール -

No. 009

時　間 19:00～

申込期間 10/1（月）～6（土）

参加費 要問合せ

対象・定員 要問合せ

74-4521 FAX - Eメール -

No. 010

時　間 10:00～11:30

申込期間 10/9日（火）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込多数時抽選）

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

No. 011

時　間
①18:00～20:00
②18:00～20:00（初回のみ18:30まで）
※開講式　10/18（木）　17:30～

申込期間 9/18（火）

参加費
受講料：一講座1,000円
※石狩翔陽高校PTA会員は無料
教材費：①1,000円　②2,000円　※当日徴収

対象・定員 ①35人、②15人（いずれも先着順）

74-5772 FAX 74-8741 Eメール hirohara@hokkaido-c.ed.jp

No. 012

時　間 13:30～

申込期間 要問合せ

参加費 300円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74-2039 Eメール -

No. 013

時　間 9:00～13:00

申込期間 10/5（金）～19（金）に電話で

参加費 無料

対象・定員

対象：小学4年生～大人（小学生は保護者同伴）
定員：20人（先着順）
持ち物：長靴、手袋、帽子、防寒着、ビニール袋な
ど

62-3711 FAX - Eメール -

場　所 石狩翔陽高校

申込み/
問合せ

石狩翔陽高校　廣原先生

電　話

電　話

電　話

花川北コミセン

内　容
町内会や学校、市民団体などの場で安全・安心・自信ある活動をするための講習会。
高木晴光氏（NPO法人ねおす理事長・黒松内ぶなの森自然学校運営協議会代表）

場　所 市民図書館エントランスホール

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

図書館講座「菅原　峻　講演会　～石狩の図書館の明日をひらく～」

内　容
岐路に立つ図書館の今後を、日本の図書館の指針といえる「中小レポート」「市民の図書館」などの提言をとりまと
めた講師の話から考えます。

開催日 10/8(月）

内　容
①パソコン教室　ワープロソフトで年賀状作成
②陶芸の基本　持ち物：エプロン

開催日
①10/18（木）～11/15（木）の毎週木曜
②10/18（木）・11/1（木）・8（木）・27（火）・12/18
（火）

石狩翔陽高校　学校開放講座

申込み/
問合せ

電　話

いしかりまちづくり協議会　三島さん

電　話

開催日 10/16（火）

浜益区の観光振興についての取り組みと隠れた地域資源を紹介します。

石狩大学まちのしくみ学部「浜益区の観光振興と地域資源」

申込み/
問合せ

市公民館場　所

市公民館

内　容

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

電　話

開催日 10/21（日）

内　容 石狩浜で漂着物を観察・採集して、海の環境と文化に思いをめぐらせます。

野外講座　石狩ビーチコーマーズ／秋

場　所
いしかり砂丘の風資料館～石狩浜（砂浜を約3km
歩きます）

テーマ：安瀬の昔
安瀬（やそすけ）の漁師中井勝雄さんに、鰊（にしん）漁や安瀬の昔の話をお聞きします。
話し手：中井勝雄氏

場　所 石狩市民図書館

申込み/
問合せ

いしかりまちづくり協議会

開催日

第14回石狩の古老の話を聞く会

団体活動における安全対策・安全管理講習会

10/11（木）

開催日 10/20（土）

開催日 10/12・19・26・11/2（すべて金曜）

場　所

スポンジテニス 一般・初心者講習会

内　容 スポンジテニス 一般・初心者講習会

場　所 B&G海洋センター

内　容

申込み/
問合せ

上田さん

電　話



No. 014

時　間 13:00～15:30

申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員
対象　出産を迎える父母
定員　18組（先着順）

73-7861 FAX - Eメール -

No. 015

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前電話申込

参加費 無料

対象・定員 中学生以上の市民・市内勤務者

74-7024 FAX - Eメール -

No. 016

時　間 14:00～15:30

申込期間 当日会場までお越しください。

参加費 無料

対象・定員 一般

72-2000 FAX - Eメール -

No. 017

時　間 10:00～12:00

申込期間 10/17（水）

参加費 200円　※託児100円

対象・定員
持ち物　母子手帳
※託児利用希望の場合はお早めに

72-3124 FAX - Eメール -

No. 018

時　間 10:00～13:00

申込期間 10/19（金）

参加費 300円（当日徴収）

対象・定員
30人（先着順）
持ち物：エプロン、三角きん、ふきん

72-2432
（10時～15時）

FAX - Eメール -

No. 019

時　間 10:00～13:30

申込期間 10/11（木）

参加費 400円（材料代含む、おにぎり持参）

対象・定員 市内在住、勤務の方20名（申込多数時抽選）

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

No. 020

時　間 14:00～16:00

申込期間 当日会場までお越しください。

参加費 無料

対象・定員 50人

72-2000 FAX 73-9120 Eメール -電　話

場　所 石狩市民図書館視聴覚ホール

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

内　容
日常生活に欠かせない水。サイエンスアイのメンバーがミクロからマクロまで身近な水をテーマに、ミニ科学実験も
交えてお話します。[石狩市民図書館まつりプログラム]

開催日 10/27（土）

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

電　話

大人のための“サイエンスプラザ石狩”「身近な水のサイエンス」

場　所 花川北コミセン　料理室

申込み/
問合せ

地元の味、石狩鍋の作り方を「鮭」のさばき方から学びます。
講師：「ポプラの会」の皆さん

開催日 10/26（金）

開催日 10/21（日）

場　所 市民図書館視聴覚ホール

図書館講座「図書館でもっと楽しくなる読書のススメ」

内　容
図書館の秘密や利用のコツを楽しくお話します。
講師：丹羽秀人（石狩市民図書館副館長）

場　所 アカチャンホンポ石狩店

申込み/
問合せ

アカチャンホンポ石狩店

開催日

石狩消費者協会

電　話

申込み/
問合せ

石狩市公民館

電　話

10/24（水）

電　話

ふるさと学習「ふるさとの味めぐり～鮭をさばいて石狩鍋を作ろう～」

内　容

開催日

場　所 花川北コミセン

米料理講習会

米料理講習会
内　容

10/21（日）

内　容
妊娠中の過ごし方や出産のしくみなどをベテランの助産師が指導してくれます。赤ちゃんの抱き方や沐浴も体験で
きますのですので、はじめてママとパパになる方は是非ご参加ください。
内容：妊娠中の過ごし方や、オムツ替え・沐浴（もくよく）などの実技演習

マタニティ・スクール

定期普通救命講習会

内　容
受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。
持ち物：筆記用具

開催日

場　所 りんくる

申込み/
問合せ

健康づくり課

電　話

マタニティー・クッキング～妊娠中の食事と食育～
内　容 仲間づくりにも良い機会です。経産婦さんもどうぞ。全2回

開催日 10/23（火）、交流会・講話／30（火）

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

10/21（日）

場　所 石狩消防署



No. 021

時　間 内容参照

申込期間 各開催日の10日前

参加費 要問合せ

対象・定員
小学生以上の市民
各回20人（応募多数時抽選）
持ち物：上靴等

72-3173 FAX - Eメール -

No. 022

時　間 10:30～11:30

申込期間 要問合せ

参加費 学生　150円（資料代）、一般500円

対象・定員 要問合せ

66-4103 FAX 66-4103 Eメール -

No. 023

時　間 13:00～17:00

申込期間 10/10（水）

参加費 無料

対象・定員
15歳以上の市民15人（申込多数時抽選）
※受講決定者には後日通知

72-3127 FAX 75-1340 Eメール -

申込み/
問合せ

社会教育課

カローリング教室

内　容

電　話

場　所 市内各施設

電　話

開催日 ①10/27（土）・②11/10（土）・③11/17（土）

カーリングを室内でも楽しめるように改良したニュースポーツです。
講師　市体育指導委員協議会
　①9:30～11:30　浜益スポーツセンター　13:30～15:30　厚田スポーツセンター
　②9:30～11:30　花川小学校　13:30～15:30花川南コミセン
　③9:30～11:30　緑苑台小学校　14:00～16:00花川北コミセン
（12/1（土）に第2回カローリング大会開催予定）

場　所 花川北コミセン　視聴覚室

申込み/
問合せ

石狩市民講座「萌木」河本さん

りんくる視聴覚室

申込み/
問合せ

日赤石狩市地区事務局
申込方法：電話またはファックス

日赤講習会「救急法基礎講習」

内　容
急病人やけが人の救助・応急手当ての方法、AED（自動体外式除細動器）の使い方など
指導員：日本赤十字社救急法指導員

電　話

10/30（火）

場　所

開催日

内　容
学校では教わらないけれど知っているとトクする、知らないとソンする働くための大切なワークルール
講師：北海道福祉ユニオン　書記長　松岡　敏裕　さん

開催日 10/28（日）

〈若い人と若い人を見守る大人のための講座〉『15歳からのワークルール』



No. 024

時　間 14:00～15:30

申込期間 当日会場までお越しください。

参加費 無料

対象・定員 70人（先着順）

72-2000 FAX - Eメール -

No. 025

時　間 10:00～12:00

申込期間 11/2（金）※電話受付可

参加費 無料

対象・定員 高校生以上

74-6611 FAX - Eメール -

No. 026

時　間 13:30～15:00

申込期間 10/31（水）

参加費 要問合せ

対象・定員

対象　5～7カ月の子どもと保護者
定員　20組（先着順）
持ち物　母子手帳、普段の外出時の持ち物（ミル
ク・オムツ等）

72-3124 FAX - Eメール -

No. 027

時　間 13:00～15:00

申込期間 10/30（火）

参加費 要問合せ

対象・定員 持ち物　 母子手帳

72-3124 FAX - Eメール -

No. 028

時　間 18:30～20:00

申込期間 10/26（金）

参加費 要問合せ

対象・定員
対象：小学5年生以上中学生の児童を養育してい
る保護者
定員：15人程度（先着順）

72-3195 FAX - Eメール -

No. 029

時　間 13:30～

申込期間 11/8（木）

参加費 300円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74-2039 Eメール -

No. 030

時　間 9:30～12:30

申込期間 10/31日（水）

参加費 300円（保険料等）

対象・定員 15人

72-3173 FAX 75-2276 Eメール manabee@city.ishikari.hokkaido.jp

申込み/
問合せ

健康づくり課

開催日

電　話

11/6（火）

場　所 りんくる

子育て広場・離乳食教室

11/5～19の毎週月曜(全3回)

妊婦さんのための育児教室

内　容

電　話

りんくる場　所

健康づくり課
※上のお子さんの託児希望の場合は要相談

申込み/
問合せ

開催日

安藤千鶴子の世界「本の楽しさ、朗読の楽しみ」
内　容 元・北海道放送アナウンサーの「あんじゅ」こと安藤千鶴子さんが、朗読と本の世界に皆さんをいざないます。

開催日

場　所 市民プール

石狩・学びのスタンプ対象講座（11月～）

電　話

開催日 11/4（日）

内　容 陸上での救助法や事故発生時の対処法を学びます

11/10（土）

場　所 花川北中学校

講座・私は、まちのマイスター

場　所

内　容
栗山町の議会基本条例にかかわった神原勝先生を迎え、議会改革や活性化をどう進めるか、お話を伺います。
講師：神原勝氏（北海学園大学法学部教授）

市民プール

電　話

申込み/
問合せ

いしかりまちづくり協議会　三島さん

花川南コミセン

開催日 11/10（土）

自治基本条例と議会

救急法講習会

申込み/
問合せ

リフレッシュ・ハート講座（思春期編）

電　話

11/3（土）

場　所 石狩市民図書館

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

内　容 赤ちゃんや先輩ママとの交流、着替え等の実習、沐浴見学（もくよく）

遊びの紹介や座談会、離乳食教室（試食あり）です。

内　容
思春期の子どもとの関わりや悩みについて語り合う、保護者同士のグループです。
講師：こども相談センター長　市川　啓子（臨床心理士）

開催日 11/7（水）～21（水）の毎週水曜　全3回

場　所 りんくる

申込み/
問合せ

こども相談センター

電　話

電　話

開催日

申込み/
問合せ

学びのスタンプ制度運営委員会
（市教委社会教育課）

内　容
さまざまな技能を有する市民が「まちの先生」となり、受講者にプロの技術を教えます。受講者は習得した技能を生
かして、市内の学校で修理や補修のボランティアを行います。
内容：塗装技能コース



No. 031

時　間 ①13:00～16:00・②10:00～12:00

申込期間 11/2（金）

参加費 400円（材料代）

対象・定員 市民30人

78-2250 FAX - Eメール -

No. 032

時　間 10:00～11:30

申込期間 11/12（月）

参加費 300円

対象・定員 50人（応募者多数時抽選）

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

No. 033

時　間 13:00～17:00

申込期間 11/15（木）

参加費 無料

対象・定員
15歳以上の市民15人（申込多数時抽選）
※受講決定者には後日通知

72-3127 FAX 75-1340 Eメール -

No. 034

時　間
9:30～14:30
※各コース9:00集合、送迎バスあり

申込期間 要問合せ

参加費
①50,630円　②・③27,830円（リフト代別途）
④69,030円（リフト代、保険込み）

対象・定員 一般

74-1539
090-9084-3941
090-3468-7657

FAX 74-1539 Eメール -

・11月分については、現在開催が決まっている講座を掲載しています。
・日時等が変更になる場合もありますので、申込みの際には、申込・問合せ先にご確認ください。
・この一覧表に掲載している講座のほか、「まちづくり出前講座」も本制度の対象となります。

【講座主催者の皆様へ】
・市広報に掲載予定のない講座で、登録を希望される場合は社会教育課までご連絡願います。
・11月以降の講座情報については、10月5日（金）までにお願いいたします。

電　話

場　所 りんくる視聴覚室

申込み/
問合せ

日赤石狩市地区事務局
申込方法：電話またはファックス

日赤講習会「救急法基礎講習」

内　容
急病人やけが人の救助・応急手当ての方法、AED（自動体外式除細動器）の使い方など
指導員：日本赤十字社救急法指導員

開催日 12/13（木）

申込み/
問合せ

厚田生涯学習課

電　話

開催日 ①11/10(土）・②11/11（日）

場　所 望来コミセン（みなくる）

あったかＩＲＯＩＲＯ講座　厚田の味「飯寿しにチャレンジ！」
内　容 厚田の特産品であり、ふるさとの味「飯寿し」のつけ方、つくり方を学びます。

開催日

①H20/1/18（金）～2/29（金）　全13日間
②H20/1/22（火）～2/29（金）　全7日間
③H20/1/18（金）～2/29（金）　全7日間
④H20/1/14（月）～3/9（日）　全16日間

スキー教室

申込み/
問合せ

NPO法人石狩スポーツクラブ

スキーは基本が大切です。少人数レッスンで短期レベルアップ。初心者から上級者まで、熟練スタッフがあなたの
レベルに合わせて、親切指導いたします。
①一般男女コース　全コース　②一般男女コース　火コース　③一般男女コース　金コース　④一般土・日コース

電　話

場　所 サッポロテイネハイランドゾーン

内　容

心の休日講座「津波が変えた私の人生」

内　容
NHKプロジェクトXで放送され、全国の人々に感動と感激を与えた北海道の赤ひげ先生のお話です。水谷豊主演
で民放テレビでもドラマ化されました。
講師：元町立浜中診療所長　道下　俊一　氏

申込み/
問合せ

市公民館

電　話

開催日 11/25（日）

場　所 花川北コミセン

あなたも「まちの先生」になりませんか

 「私も教えてみたかった」、「私もなにかを伝えられるかもしれない」という方を大募集しています。
あなた自身以外にも「こんなことを教えることができる」といった方の紹介も大歓迎です。
　「石狩・学びのスタンプ」では、市民の皆さんが個人あるいはグループで講師になって講座を立ち
上げることを応援します。
　詳しくは、石狩市のホームページから「市民生活」→「生涯学習」→「ばんこdeまなびぃ」を見てい
ただき、登録申請書をダウンロードして申し込んで下さい。

大 募 集！


