
「あい風通信　～お知らせ版～」

No. 001

時　間 9:45～10:45

申込期間 3/1（土）～25（火）

参加費
参加費：6,400円
申込方法：印鑑・受講料を持参して申し込み

対象・定員
対象：成人　※水に潜ることができること
定員：12人（先着順・開催最低人数5人）

74-6611 FAX - Eメール -

No. 002

時　間 9:30～12:00（延長可能）

申込期間 4/1(火)9:00～

参加費

①費用：500円
持ち物：古着(トレーナ・Ｔシャツ等)　＊古着が無
い方でも参加可能
＊愛犬のサイズ（首周り・胴の長さ・脚高）を測って
きてください。
②費用：200円
持ち物：古着(浴衣・バスタオル等) ＊古着が無い
方でも参加可能

対象・定員 各日5人(先着順)

64-3196(9時30分
～16時30分　月
曜・祝日休館)

FAX - Eメール -

No. 003

時　間 9:30～12:30

申込期間 要問合せ

参加費 2,000円

対象・定員
対象：市内に居住するか、勤務地を有するテニス
愛好者（小学生を除く）
定員：18人（先着順）

- FAX - Eメール yukio-ike@nifty.com

No. 004

時　間 12:40～14:10

申込期間 当日会場にお越しください

参加費
参加費：無料
持ち物：運動しやすい服装、運動靴、バスタオル、飲み物

対象・定員 対象：男女年齢問わずどなたでも参加できます。

090-3392-8299 FAX - Eメール -

ウォーキング・リズム運動講座

スイミング教室

花川北コミセン　1階ホール

市民プール

花川リズムダンスサークル　菅野さん

ウォーキング、ストレッチング、リズム運動（初心者対象の講座です。）

4/9（水）

申込み/
問合せ

場　所

電　話

申込み/
問合せ

内　容

開催日

石狩・学びのスタンプ対象講座（４月）

リサイクルプラザ新講座

申込み/
問合せ

電　話

4/2・9・16・23・5/7・14・21・28（すべて水曜・全8回）

場　所 市民プール

ゲームを楽しめるようになりましょう。

内　容

のびのびスイミング教室

初心者テニス教室
内　容

サン・ビレッジいしかり

4/5（土）・20（日）・27（日）・5/3（土）

場　所

リサイクルプラザ

リサイクルプラザ(新港南１丁目22番地６３)

場　所

開催日

内　容

開催日

石狩テニス協会

電　話

リサイクルプラザでは、みなさまから回収された古着・古布を分別し、工業用ウエスの素材としてリサイクルしており
ますが、このたびその活用を広げた、新リサイクル講座を開催します。
①「愛犬のウェア作り講座」
ワンちゃんとの暮らしを楽しく演出するステキな服を作りましょう。（ミシンを使いますが初心者の方でも大丈夫で
す。）
②「布ぞうり作り講座」
最近話題の布ぞうり作りに挑戦してみませんか。布なので心地よい履きごこち、汚れたら洗濯出来ますし床掃除
にも使えます。手で編むだけですので、どなたでも簡単につくれます。

開催日
①4/3(木)・10(木)・17(木)・24(木)
②4/9(水)・16(水)・23(水)･30（水）

申込み/
問合せ

電　話



No. 005

時　間 16:30～18:00

申込期間 3/28（金）

参加費
14,000円（特定講義の受講を希望する場合は1回
3,000円

対象・定員 30名（先着順）

011-706-6123 FAX 011-706-6141 Eメール k-gakusei@eng.hokudai.ac.jp

No. 006

時　間 13:00～15:00

申込期間 要問合せ

参加費 3,300円（材料費）

対象・定員 要問合せ

090-9436-1029 FAX - Eメール -

No. 007

時　間 9:00～13:00

申込期間 4/5（土）～4月18（金）の間に電話で

参加費
無料
持ち物：長靴、手袋、帽子等、防寒着、ビニール

対象・定員
対象：小学４年生～大人（小学生は保護者同伴
で）

62-3711 FAX - Eメール -

No. 008

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前に電話で受付 ※当日申込不可

参加費
費用：無料
持ち物：筆記用具

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 -

No. 009

時　間 13:00～15:30予定

申込期間 申込み不要

参加費 無料

対象・定員
対象：一般市民
定員：定員なし

74-0229 FAX 74-0229 Eメール -

No. 010

時　間 10:00～11:30

申込期間 4/14（月）

参加費 無料

対象・定員 ２０名（応募多数時抽選）

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

電　話

内　容

砂丘の風資料館～石狩浜（砂浜を約３km歩きま
す）

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

申込み/
問合せ

わかば会館（花川北4-3）

内容：安心・安全な家庭菜園、苗定植と播種など
講師：小亀哲雄氏（石狩市農業協同組合技術指導員）

藤田さん

花川北コミセン

野外講座　石狩ビーチコーマーズ／春の漂着物
浜辺の漂着物を観察、採集して、その正体や起源をみんなで考えます。

4/20（日）

北海道大学大学院工学研究科・工学部　教務課
学生支援担当

4/17（木）・30（水）

省資源・環境負荷軽減を追求する持続可能な社会を構築する鍵の一つは、廃棄物、副産物、使用済み製品など
の不要物を、いかにして発生抑制し、資源として再利用し、適正に処分する循環型社会を形成するかである。
この公開講義では、理系や文系の専門の異なる諸分野の大学院生に対して開講されている講義を廃棄物処理
処分や循環産業に携わる専門スタッフや、より高度な情報を求める市民に提供します。
【4月の開講日程】
第1回「廃棄物処理の歴史と処理技術の進展」
第2回「リサイクル制度と環境政策」
第3回「経済学的手法、経済分析」

4/10～7/31（全15回）

場　所

内　容

定期普通救命講習会

石狩植物愛好会第2回研修会

開催日

場　所

開催日 4/20（日）

内　容

石狩消防署

内　容

申込み/
問合せ

電　話

場　所

申込み/
問合せ

電　話

開催日

開催日

場　所

石狩消防署警備課

受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。

「特殊な加工をして長期保存できるようにしたお花」を使ったアレンジメントです。

北海道大学大学院工学研究科公開講座「廃棄物学特別講義-循環型社会を創る-」

プリザーブドフラワーアレンジメント体験講座

電　話

場　所

申込み/
問合せ

市公民館

市公民館

瀬野さん

電　話

石狩大学まちのしくみ学部「地域包括支援センターの役割」

申込み/
問合せ

電　話

開催日

内　容

場　所

4/22（火）

介護保険制度の改正に伴い、高齢者やその家族が地域で安心して生活できるよう相談拠点となる地域包括支援
センターの取り組みについて学びます。

4/22（火）

内　容

開催日

北海道大学大学院工学研究科B-11講義室
（札幌市北区北13条西8丁目）



No. 011

時　間 16:30～18:00

申込期間 要問合せ

参加費
14,000円（特定講義の受講を希望する場合は1回
3,000円

対象・定員 30名（先着順）

011-706-6123 FAX 011-706-6141 Eメール k-gakusei@eng.hokudai.ac.jp

・５月以降分については、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。
・５月以降の講座情報については、４月１１日（金）までにお願いいたします。

5/8（木）・15（木）・22（木）
[全日程は4/10～7/31（全15回）]

電　話

石狩・学びのスタンプ対象講座（５月～）

場　所
北海道大学大学院工学研究科B-11講義室
（札幌市北区北13条西8丁目）

申込み/
問合せ

北海道大学大学院工学研究科・工学部　教務課
学生支援担当

内　容

【5月の開講日程】
第4回「都市鉱山における廃棄物の資源化・リサイクル技術」
第5回「建設業における廃棄物利用」
第6回「金属資源の循環利用技術」

開催日

北海道大学大学院工学研究科公開講座「廃棄物学特別講義-循環型社会を創る-」【再掲】

３０スタンプ貯まった方に、新しいスタンプ手帳をお渡しします。

各種講座を受講され、すでに３０スタンプ貯まった方に、新しいスタンプ手帳をお渡しいたします。

現在お持ちのスタンプ手帳に付いている「修了証申請書」に必要事項をご記入いただき、石狩市教育委員会
社会教育課まで提出願います。（郵送可）
ご提出いただいた方には、新しい手帳をお渡しします。
（これまでお使いいただいた手帳もお返しします。）

石狩教育委員会　社会教育課（石狩市公民館内）
　〒061-3216　石狩市花川北6条1丁目42　　TEL：0133-72-3173

登録者の皆様へ

【紹介されている講座】

　・3/8開催　石狩市民図書館講座「書いてみる生活」－読書だけではもったいない－

             （札幌大学チャンネルでご覧になれます）

　

えりすＴＶからのお知らせ
左図のように入力し検索してください。講座の様子がえりすＴＶでご覧になれます。
※ 番組ホームページ　http://www.i-eris.tv

回線の環境によってはご覧になれな
いこともあります。ご了承ください。


