
「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
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. 002

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 -

No. 003

時　間 13:30～16:00

申込期間 6/6(金）

参加費 無料

対象・定員
対象：ボランティアに関心のある方
定員：20人（先着順）

72-8341 FAX 74-2008 Eメ-ル vc@ishikari-shakyo.org

No. 004

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-ル -

No. 005

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. 006

時　間 10:00～12:00

申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員
対象：市民
定員：50人(先着順)

76-2233 FAX - Eメ-ル -

場　所

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、おてだま製作

開催日 6/11（水）

電　話

電　話

プリザーブドフラワーアレンジメント講座
内　容 プリザーブドフラワーアレンジメント

開催日

場　所 花川北コミセン

申込み/
問合せ

内　容

藤田さん

場　所 市公民館

申込み/
問合せ

ボランティアスクール（入門編）

内　容
入門編としてボランティア活動体験などを予定しています。
内容：ボランティア活動体験など

開催日 6/12（木）・13（金）

石狩市民プール

救急法講習会

電　話

石狩市民プール

6/1（日）

場　所

開催日

講師：北海道ガーデンプランツ　ガーデンデザイナー　受川とも子氏

開催日 6/14(土)

石狩・学びのスタンプ対象講座（６月）

初夏のガーデニング講習会

申込み/
問合せ

プール内事故の対処法を学びます。講師：石狩消防署

電　話

申込み/
問合せ

場　所

内　容

石狩総合管理協同組合

紅葉山公園管理棟前（花川北2-3）

6/12（木）・25（水）

申込み/
問合せ

社会福祉協議会ボランティアセンター

電　話

電　話

りんくる

場　所 市民図書館視聴覚ホール

申込み/
問合せ

市民図書館

図書館講座「私の喫茶店グラフィティー　-和田由美の本が生まれる秘密」
“北海道でなければ造れない本”を心がけ、設立20年を迎えた「亜璃西社」。地方で本を出すこと、苦労、喜びを、
さまざまな観点からお話いただきます。
講師：株式会社亜璃西社　代表取締役　和田由美氏

6/14（土）

内　容

開催日

４



No. 007

時　間 10:00～12:00

申込期間 6/12（木）

参加費
大人300円、子ども（中学生以下）100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又は72-
3240（市役所内）

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

No. 008

時　間
①9:30～15:00
②9:30～15:30

申込期間 要問合せ

参加費
無料
持ち物：筆記用具、昼食、外で活動する格好（タオ
ル、長ズボン、帽子など）

対象・定員 対象：高校生、大学生、一般　15名（先着順）
60-6107又は72-
3240（市役所内）

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

No. 009

時　間 13:00～17:00

申込期間 6/4（水）～13（金）

参加費
費用：無料
持ち物・服装：野外に出る服装、長靴、軍手、あれ
ばハンマー等

対象・定員
対象：小学4年生以上（小学生は保護者同伴で）
定員：20人（先着順）

62-3711 FAX - Eメ-ル -

No. 010

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
無料
持ち物：筆記用具

対象・定員
対象：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 -

No. 011

時　間 9：00～12：00

申込期間 6/10（火）

参加費
費用：テキスト代　2，500円
託児：無料

対象・定員
対象：18歳以上の健康な方
定員：20名

72-5552
（平日9：00～17：00）

FAX - Eメ-ル -

開催日

場　所

場　所

申込み/
問合せ

電　話

内　容

電　話

場　所

石狩浜自然観察会

内　容

6/14（土）

子どもたちに石狩浜の自然の素晴らしさを伝えてみませんか？自然の見どころや楽しみ方を伝える方法を学びま
す。
①はまなすの丘公園の自然を学ぼう
②石狩浜こども自然教室での指導実践
協力：NPO法人教育支援協会北海道、さっぽろネイチャーゲームの会

いしかりファミリー・サポート・センター講習会

目指せ！石狩浜自然案内人

海浜植物や野鳥を観察しながら、ハマナスやハマエンドウが見ごろを迎えたはまなすの丘を散策。
講師：自然観察指導員ほか

開催日

石狩浜海浜植物保護センター（火曜休館）

①6/14（土）
②6/22（日）

集合：9時50分 はまなすの丘ヴィジターセンター
（市のバスに乗車する場合は、9時20分に市役所
駐車場へ集合）

電　話

場　所

申込み/
問合せ

電　話

開催日

申込み/
問合せ

体験講座「地層をしらべる」【フィールド編】
内　容 800万年前の世界が広がる海岸を歩き、地層や貝化石を観察・採集します。

6/15(日)

石狩消防署（花川北1条1丁目2-3）

石狩消防署警備課救急係

厚田区望来海岸（市役所集合・解散※バスで移
動）

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター（火曜休館）

集合：9時20分　市役所駐車場（バスで移動）

開催日 6/15（日）

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。

いしかり砂丘の風資料館

内　容

子どもを預かるサポート会員として活動してみませんか？
日程内容
①6/17（火）「保育の心・育児の援助者として」「子どもの世話」
②6/24（火）「事故防止と応急処置」「子どもの栄養と食生活」
③7/1（火）「子どもの健康と産後サポート」「障がいのある子ども」
④7/8（火）「心の発達」「援助活動にむけて」
※このほか託児実習3時間があります
※いしかりファミリー・サポート・センターって？
お子さんを預かる相互援助組織です。
活動は有償（1時間700円より）で、子どもを預かるサポート会員は原則、この講習会を受講していただきます。
詳細については、センターまでお問合せください。

開催日 6/17（火）・24（火）・7/1（火）・8（火）

場　所 りんくる　視聴覚室

申込み/
問合せ

いしかりファミリー・サポート・センター

電　話

５



No. 012

時　間 19：00～21：00

申込期間 6/16（月）

参加費 参加料：1回600円　3回券1，700円

対象・定員
対象：石狩市在住及び在勤の方
定員：40名

64-1220 FAX 64-1222 Eメ-ル -

No. 013

時　間 10:00～14:30

申込期間 要問合せ

参加費 要問合せ

対象・定員 要問合せ

72-2114 FAX - Eメ-ル -

No. 014

時　間 9:00～11:00

申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員 定員：30人（先着順）

64-2507 FAX - Eメ-ル -

No. 015

時　間 13:30～

申込期間 要問合せ

参加費 200円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74-2039 Eメ-ル -

No. 016

時　間 9:00～17:00

申込期間 6/11（水）8:45～

参加費
費用：700円（別途入園料1，000円自己負担）
昼食：各自

対象・定員 30人（先着順）

72―3139 FAX - Eメ-ル -

No. 017

時　間 9:30～15:30

申込期間 6/19（木）

参加費
大人300円、子ども（中学生以下）100円
持ち物：筆記用具、昼食、外で活動する格好（タオ
ル、長ズボン、帽子など）

対象・定員
対象：こども又は親子（小学校3年生以下は保護
者同伴）
定員：30名（先着順）

60-6107又は72-3240
（市役所内）

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

石狩浜海浜植物保護センター（火曜休館）

開催日 6/22（日）

電　話

申込み/
問合せ

第17回石狩の古老に話を聞く会

花めぐり研修ツアー
内　容

テーマ「石狩市のみどり」
石狩市のみどり（海浜植物・巨木・防風林）についてお話を聞きます。
話し手：阿部義孝　氏

6/21（土）

内　容

開催日

川の博物館行事【なぜ？どうして？どうなっているの？シリーズ②「川」】

電　話

場　所

場　所 川の博物館（新港南1）

申込み/
問合せ

川の博物館（9:00～17:00受付、月曜休館）

いしかりまちづくり協議会　三島さん

電　話

集合：9時20分　市役所駐車場（バスで移動）

クイズやネイチャーゲームを交えながら自然観察し、海辺の自然環境への理解を深めます。
講師：さっぽろネイチャーゲームの会

石狩浜こども自然教室

6/22（日）

苫小牧イコロの森とノーザンホースパークのガーデン見学と研修会

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

内　容

場　所

開催日

川のできかた、川のはたらき、川と人類のかかわり、洪水と水害、古代文明はなぜ川のほとりで発生したのか、川と
文化

6/21（土）開催日

フラワーマスター連絡協議会事務局

場　所 集合場所　市役所来客用駐車場　集合8時45分

申込み/
問合せ

エンジョイスポーツ教室

内　容

1回目　ウエストシェイプ　・　ビューティーリンパマッサージ
2回目　ビートザメタボ　・　フットマッサージ
3回目　脂肪燃焼コアウォーク
講師：フィットネスインストラクター　山田　泰子　氏

開催日 6/20（金）・24（火）・27（金）

場　所
石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター
アリーナ　・　トレーニングルーム

申込み/
問合せ

財団法人 石狩市体育協会

電　話

生きがいづくり学園「ヨガ教室」
内　容 生きがいづくり学園「ヨガ教室」

開催日 6/19（木）

場　所 浜益コミセン　きらり

申込み/
問合せ

浜益生涯学習課

電　話

内　容

６

【紹介されている講座】
・5/ 8･15開催　リサイクルプラザ「愛犬のウェア作り講座」（石狩ぐらしチャンネル）
・5/25開催　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」
　　　　　　（石狩の人・自然チャンネル）

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。



No. 018

時　間 9:30～12:00

申込期間 6/22（日）

参加費
無料
持ち物：筆記用具、お持ちの方は双眼鏡

対象・定員 30人（先着順、小学校3年生以下は保護者同伴）

64-2507 FAX - Eメ-ル -

No. 019

時　間 13:00～17:00

申込期間 6/4（水）～22（日）

参加費 無料

対象・定員
対象：小学4年生以上
定員：10人（先着順）

62-3711 FAX - Eメ-ル -

No. 020

時　間 9:30～16:00

申込期間 6/12（木）

参加費 1,000円（昼食代を含む）

対象・定員 30人（申込多数時抽選）

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

No. 021

時　間 10:00～12:00

申込期間 6/13（金）

参加費 費用：テキスト代のみ

対象・定員

対象：手話に興味のある方で講習会期間を通して
受講できる市民
定員：20名程度（応募者が定員を超えた場合は抽
選）

72-3194 FAX - Eメ-ル -

No. 022

時　間 19:30～21:30

申込期間 要問合せ

参加費 費用：1,500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
定員：24人

（夜間休日）090-
2870-4137

FAX - Eメ-ル yukio-ike@nifty.com

No. 023

時　間 10:00～12:00

申込期間 6/23(月)

参加費
無料
持ち物：筆記用具

対象・定員 20人（多数時抽選）

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

・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。

体験講座「地層をしらべる」【ラボ編】

内　容

場　所

内　容

開催日 6/29（日）

「あい風」薫る初夏、厚田の歴史やホタテの養殖について学びます。昼食は、『厚田の味』を堪能します。
講師：石狩地区水産技術普及指導所職員、いしかりガイドボランティアの会

電　話

内　容

開催日

電　話

開催日

厚田の地層を室内実験で調べ、ミクロサイズの化石を観察します。フィールド編と合わせての参加がオススメ！
（単独でも申込可）

6/29（日）

場　所 いしかり砂丘の風資料館

申込み/
問合せ

開催日

石狩・学びのスタンプ対象講座（７月～）

集合：市公民館

申込み/
問合せ

開催日 6/28（土）

電　話

市公民館

「いしかり学のススメ」第23回講座「初夏の厚田を訪ねて～厚田ア・ラ・カルト～」

いしかり砂丘の風資料館

自然観察会（川の博物館と石狩市環境課の共催事業）

内　容
マクンベツ湿原は、ミズバショウのシーズンが終わってもいろいろな花が咲き乱れ、野鳥がさえずります。
木道や散策路から、初夏の湿原を観察します。
※市内１２箇所からバス送迎あり。場所と時刻は小中学校とあいボードに掲示。

初級手話講習会
内　容 手話の普及を図るための初級手話講習会

電　話

場　所 マクンベツ湿原・川の博物館

申込み/
問合せ

川の博物館（9:00～17:00受付、月曜休館）

場　所 りんくる

申込み/
問合せ

障がい支援課障がい支援担当

初心者テニス教室

石狩市テニス協会

初めてテニスにチャレンジされる方大歓迎です。

7/4～10/17の毎週金曜日（8/15は除く）・全15回

7/7日（月）、14日（月）、22日（火）、28日（月）

申込み/
問合せ

サンビレッジ石狩

電　話

内　容
「医療費について～そんをしないために」
講師：札幌東徳洲会病院　相澤　るみ子氏

シニアプラザ「はまなす学園」一般公開講座

場　所

開催日 7/7(月)

電　話

場　所 花川北コミュニティセンター2階

申込み/
問合せ

市公民館
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