
「あい風通信　～お知らせ版～」

No. 001

時　間 10:00～12:00

申込期間 要問合せ
参加費 １ヶ月500円

対象・定員
対象：石狩市内在住者
定員：15名

64-1220 FAX - Eメ-ル -

No. 002

時　間
①9:30～12:00（延長可）
②9:30～12:00（延長可）
③9:30～15:00

申込期間 5/1(木)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
③費用：1,000円
持ち物：軍手・昼食等
＊昨年、受講された方はご遠慮ください。

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-ル -

No. 003

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-ル k-gakusei@eng.hokudai.ac.jp

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」

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

電　話

開催日

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

石狩・学びのスタンプ対象講座（５月）

リサイクルプラザ講座

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】

内　容

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よ。
③「廃材木工講座」
多目的ストッカーを作ります。30㍑ごみ袋の一時保管やガーデニング用品の収納などに便利です。

開催日

①5/8(木)・15(木)
②5/7(水)・8(木)
③5/7(水)・8(木)・9(金)・10(土)・14(水)・15(木)･16(金)・
17(土)

申込み/
問合せ

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)

電　話

財団法人 石狩市体育協会
※電話で申し込み願います。

電　話

フレッシュスポーツ教室　～簡単ピラティス～

内　容
最近テレビや雑誌で話題のピラティス教室を開催致します！！初心者の方、大歓迎です。
ピラティスとは、マットの上で行うエクササイズです。姿勢を改善し健康であるという感覚を高め、柔軟性と筋力の
発達を手助けします。

開催日 5/1（木）～平成21年3月26日（木）　毎週木曜日

場　所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

申込み/
問合せ



No. 004

時　間 10:00～12:30
申込期間 開催日の3日前まで

参加費
参加費：子ども（中学生以下）100円、大人300円
持ち物：筆記用具、お持ちの方は双眼鏡

対象・定員
対象：一般（小学校高学年以上）
定員：30名（先着順）

60-6107
72-3240（市役所
内）

FAX - Eメ-ル ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 005

時　間 9:00～11:00
申込期間 当日まで受付
参加費 無料

対象・定員 先着30人

64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

No. 006

時　間 10:00～14:30（9:00より受付開始）

申込期間 要問合せ

参加費
500円（当日徴収）
持ち物：昼食・野外活動の服装・小刀・雨具など

対象・定員 20人程度

74-4502 FAX 74-4502 Eメ-ル -

No. 007

時　間 13:30～
申込期間 前日までに申込み
参加費 300円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74-2039 Eメ-ル -

No. 008

時　間 14:30～16:00

申込期間 直接会場までお越しください
参加費 無料

対象・定員 定員60人

72-2000 FAX - Eメ-ル -

No. 009

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前に電話にて受付（当日受付はいたしません）

参加費
費用：無料
持ち物：筆記用具

対象・定員
石狩市民(中学生以上)又は、石狩市内に勤務さ
れている方

74-7024 FAX - Eメ-ル －

電　話

電　話

川の博物館学習会「なぜ？どうして？どうなっているの？」シリーズ①　～水～

内　容
宇宙の水、地球の水分布、水の性質、生命と水、エネルギー循環と物質循環における水の役割、地球らしさをも
たらしている水のはたらきについて学びます。

場　所 川の博物館（新港南1丁目）

場　所 集合：10:00 はまなすの丘ヴィジターセンター

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

申込み/
問合せ

川の博物館（お電話でお申込みください）

石狩浜野鳥観察会

内　容
石狩浜や石狩河口周辺で見られる草原性の野鳥を双眼鏡とフィールドスコープで観察します。
講師：石狩鳥類研究会

開催日 5/10（土）

申込み/
問合せ

開催日 5/17（土）

第１６回　「石狩の古老に話を聞く会」

5/17（土）

いしかりまちづくり協議会　三島さん

テーマ：「厚田区発足の今昔」
厚田区発足の常照寺・住職、渡辺たすくさんに「発足の今昔」を聞きます。
話し手：渡辺たすく（常照寺住職）氏

図書館講座　朝倉かすみ講演会「小説家になった－石狩から誕生した小説現代新人賞作家」

5/17（土）

石狩にゆかりのある作家・朝倉かすみさんに小説を書いたきっかけ、小説家になっての楽しさや苦労などをお話
しいただきます。

電　話

申込み/
問合せ

開催日

場　所

内　容

市民図書館

5/17（土）※雨天決行

場　所
集合:五の沢ふれあい研修センター
（八幡町高岡400-2）

申込み/
問合せ

場　所

電　話

申込み/
問合せ

内　容

内　容 受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。
開催日 5/18(日)

定期普通救命講習会

開催日

山菜の食用・毒草の見分け方を学びましょう！

市民図書館

市民図書館

「クマゲラ」関さん

開催日

石狩消防署警備課救急係

電　話

場　所 石狩消防署（花川北1条1丁目2-3）

市民対象　山菜教室
内　容

電　話



No. 010

時　間 10:00～11:30

申込期間 申込不要
参加費 無料

対象・定員 要問合せ

75-6677 FAX - Eメ-ル －

No. 011

時　間 13:30～15:30
申込期間 直接会場までお越しください
参加費 無料

対象・定員 定員70人

74-2039 FAX - Eメ-ル -

No. 012

時　間 9:00～15:00

申込期間 5/12（月）

参加費
600円
持ち物：登山靴か長靴、昼食など

対象・定員 25名（応募多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 013

時　間 9:30～13:00

申込期間 5/14（水）

参加費 440円（資料館入館料を含む）
対象・定員 30名（申込多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 014

時　間 13:00～15:00（若干の延長あり）

申込期間 5/21（水）

参加費
持ち物：母子健康手帳、バスタオル、タオル、
ガーゼハンカチ

対象・定員 要問合せ

72-3124 FAX - Eメ-ル －

No. 015

時　間 10:00～11:30

申込期間 5/19（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-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 016

時　間 10:00～13:30

申込期間 開催日の3日前まで

参加費
参加費：子ども（中学生以下）100円、大人300円
持ち物：筆記用具、昼食、お持ちの方は双眼鏡

対象・定員
対象：一般（小学校高学年以上）
定員：30名（先着順）

60-6107
72-3240（市役所
内）

FAX - Eメ-ル ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

電　話

開催日 5/31（土）

場　所
集合：10:00 はまなすの丘ヴィジターセンター
※市のバス利用者は9:30市役所駐車場

石狩浜自然観察会

内　容
海浜植物の芽吹きの様子や地形などを観察しながら、ハマハタザオが満開のはまなすの丘を散策します。
講師：自然観察指導員

電　話

市公民館

濃昼山道（厚田区）
集合：市公民館

濃昼山道を彩る春の植物を鑑賞します。
講師：自然観察指導員

市公民館

集合：市民図書館

石狩大学まちのしくみ学部（５月）「石狩の消防のしくみ」

内　容

石狩消防署（花川北1条1丁目）
※現地集合：公共交通機関での参加にご協力を
お願いします

申込み/
問合せ

りんくる3階　視聴覚室

保健推進課

市民図書館ボランティア有志の会　三島さん

5/25（日）

講師：市民図書館長　渡邉斉志　氏
5/24（土）

石狩の油田の歴史について講演と、バスで高岡地区八の沢を訪れ、石狩油田跡や「砂丘の風資料館」で油井
採掘やぐら模型などを見学します。
講師：岩本龍夫氏（北海道産業考古学会会員）

「春の花を訪ねて～濃昼山道を歩く～」

電　話

電　話

場　所

申込み/
問合せ

電　話

開催日

申込み/
問合せ

内　容

場　所

開催日

いしかり学のススメ第22回講座「かつて石狩に道内最大の油田があった～講演と油田跡の

5/24（土）

電　話

場　所

申込み/
問合せ

市民図書館　視聴覚室

認知症サポーター養成講座
内　容 認知症の人を温かく見守る「応援者」になりませんか。

地域包括支援センター

国立国会図書館ってなあに？－石狩市民図書館長ミニ講演会－
内　容

場　所

内　容

開催日 5/27（火）

石狩の火災・救急の現状は？全国的に問題となっている救急車の適正使用について、石狩市ではどうなの
か？石狩の消防の取り組みについて学びます。消防署の施設・車輌等見学も行います。

助産師による出産、育児の話、赤ちゃんをおふろに入れる練習、お父さんには妊婦疑似体験等を行います。
5/25（日）

内　容
開催日

両親教室

場　所 りんくる3階視聴覚室

申込み/
問合せ

電　話

開催日
場　所

申込み/
問合せ

市公民館

開催日 5/21（水）



No. 017

時　間 10:00～12:00
申込期間 要問合せ

参加費
入館料のみ
持ち物：水着・タオル・ｽｲﾐﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ

対象・定員
対象：高校生以上
定員：20人（先着）

74-6611 FAX - Eメ-ル -

No. 018

時　間 13:00～15:00
申込期間 当日会場にお越しください
参加費 無料

対象・定員 10人

73-6928 FAX - Eメ-ル -

・６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。
・６月以降の講座情報については、５月９日（金）までにお願いいたします。

石狩・学びのスタンプ対象講座（６月～）

電　話

プール内事故の対処法を学びます。講師：石狩消防署

申込み/
問合せ

石狩市民プール

救急法講習会

石狩市民プール

6/1（日）
場　所
開催日
内　容

場　所 市公民館

公民館サークル体験講座「伝承あそびボランティアおてだま」

申込：不要
問合せ：伝承あそびボランティアおてだま　武川
さん

内　容
昔から伝わる「あそび」を体験しませんか。11月まで毎月1回内容を変えて開催します。
内容：6月はボランティアについての講義、おてだま制作

開催日 6/11（水）

電　話

申込み/
問合せ

【紹介されている講座】

　・3/27開催　学びのスタンプ　ブロンズ修了証授与式（石狩ぐらしチャンネル）
　
　・3/23開催　図書館講座　佐藤凉子講演会（市・消防・図書館チャンネル）
  ・4/ 3開催　リサイクルプラザ新講座
　　　　　　　①愛犬のウェア作り講座（石狩ぐらしチャンネル）
　

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。

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


