
「あい風通信　～お知らせ版～」

No. 001

時　間 9:30～12:00
申込期間 8/31（日）

参加費
無料
持ち物:筆記用具、あれば双眼鏡、外で活動する
格好、風対策

対象・定員
30人（先着順）小学3年生以下は保護者同伴で。
※市内12カ所からバス送迎あり。

64-2507 FAX - Eメ-ル -

No. 002

時　間 13:00～15:00
申込期間 申込不要
参加費 無料
対象・定員 -

73-6928 FAX - Eメ-ル -

No. 003

時　間 9:00～16:00
申込期間 9/4（木）
参加費 1,500円（昼食代含む）
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. 004

時　間 9:45～10:45

申込期間
 9/1（月）から
申込方法 :  印鑑・受講料を持参し、プール受付
にお申込ください。

参加費  6,400円

対象・定員
成人（顔をつけて進むことが出来ること）12人（先
着順）

74-6611 FAX - Eメ-ル -

No. 005

時　間 10:00～12:00
申込期間 8/29（金）
参加費 800円

対象・定員

20人（応募多数時抽選）
※託児あり（無料。おやつ代60円）
対象:八幡・厚田区及びその周辺地域に居住の1
歳半～4歳児とその保護者

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

No. 006

時　間 ①9:30～15:30　②9:30～15:30
申込期間 9/5（金）

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）、スプーン、果物
ナイフ、ビニール袋

対象・定員 高校生以上　15人（先着順）
60-6107又は72-
3240（市役所内）

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

No. 007

時　間 10:00～13:00
申込期間 要問合せ
参加費 費用:年間登録費や参加費が必要
対象・定員 対象:15歳以上

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル -

開催日 9/6（土）
会　場

石狩浜野鳥観察会（川の博物館と石狩浜海浜植物保護センター共催事業）
内　容 石狩浜・石狩川河口周辺の野鳥を観察します。　講師：石狩鳥類研究会

集合：9:30はまなすの丘ｳﾞｨｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ駐車場

会　場 花川北コミセン

のびのびスイミング教室

電　話

ひとりだちクッキング講座
開催日 9/14（日）

申込み/
問合せ

川の博物館　9:00～17:00受付　月曜休館

市民プール

申込み/
問合せ

石狩市民プール

電　話

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」
内　容 9月は、あやとり・おはじきです。

NPO法人こども・コムステーション・いしかり

電　話

内　容
今年も「ぴよぴよ広場」が八幡地区で開催されます。親子レクリエーションやリフレッシュヨガ、子育てについての
講義を行います。楽しい子育てライフを送るために、新しい仲間を探しませんか？

会　場 八幡コミセン（八幡2-332-12）

申込み/
問合せ

市公民館

9/12・19・26（毎週金曜、全3回）

申込み/
問合せ

 9/12～10/31までの毎週金曜日　全8回

会　場

内　容

のびのびスイミング教室
内　容

9/12（金）

開催日 9/10（水）
会　場 市公民館

浜益区の千本ナラ、展望台、洞窟、陣屋跡、牧場、果樹園などを巡り、浜益の歴史、風土などを学びます。

武川さん

電　話

いしかり学のススメ第26回講座「初秋の浜益を訪ねて」

市公民館（集合場所）

申込み/
問合せ

市公民館

ぴよぴよ広場in八幡

開催日

石狩・学びのスタンプ対象講座（9月）

申込み/
問合せ

開催日

目指せ！石狩浜自然案内人

電　話

内　容

会　場

電　話

自然の見どころや楽しみ方のコツを学ぶ、人材育成の講座
①現地視察とネイチャークラフト体験  ②石狩浜こども自然教室での指導実践
①9/14（日）　②9/20（土）

石狩浜海浜植物保護センター（火曜休館）
協力:ＮＰＯ法人教育支援協会北海道

集合:9:20　市役所駐車場（ワゴン車で移動）

コムステ行事「ひとりだちクッキング講座」
内　容

会　場

開催日

電　話

開催日

申込み/
問合せ



No. 008

時　間 13:00～17:00
申込期間 9/8（月）
参加費 -
対象・定員 30人（先着順）

72-8341 FAX - Eメ-ル -

No. 009

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 -

090-9436-1029 FAX - Eメ-ル -

No. 010

時　間 ①13:00～　②13:00～　③10:00～12:00
申込期間 要問合せ
参加費 ③参加費:800円
対象・定員 要予約　定員20世帯　(託児あり)

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル -

No. 011

時　間 9:00～11:00
申込期間 一か月前から定員になるまで
参加費 無料
対象・定員 30人（先着順）

64-2507 FAX - Eメ-ル -

No. 012

時　間 9:30～15:30
申込期間 9/17（水）

参加費
子ども（中学生以下）100円、保護者300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）、スプーン、ビニール袋

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

60-6107又は72-
3240（市役所内）

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

No. 013

時　間 10:00～12:00
申込期間 要問合せ
参加費 持ち物:樹木せん定ばさみ、のこぎり、軍手など
対象・定員 30人（先着順）

76-2233 FAX 76-2244 Eメ-ル -

No. 014

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. 015

時　間
10:00～11:00（親子とサポート会員）
11:10～11:40（サポート会員向け）

申込期間 要問合せ
参加費 要問合せ

対象・定員
対象:ファミリー・サポート・センター会員※会員で
ない方も当日登録受付しています

72-5552（平日
9:00～17:00）

FAX - Eメ-ル -

申込み/
問合せ

石狩総合管理協同組合

電　話

いしかりファミリー・サポート・センター

内　容 6月に続き、阿部義孝さんによる石狩浜の海浜植物についてのお話。
第19回石狩の古老に話を聞く会

9/24（水）

りんくる交流活動室

開催日

会　場 紅葉山公園管理棟前

電　話

開催日 9/20（土）

電　話

内　容
ハマナスのジャム作りやクラフト遊び、ゲームを交えながら海辺の自然を学びます。
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

内　容 災害ボランティアセンターが設置されたときに、リーダー的な役割を担う人材を養成します。

開催日 9/20（土）

電　話

9/17（水）
会　場 りんくる

申込み/
問合せ

ボランティアセンター

開催日 ①9/19（金）　②　9/9、23（火） ③9/8（月）

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

電　話

開催日

災害ボランティアコーディネーター研修会

ファミリー・サポート・センター交流会「親子あそび・わらべうた・手遊び」

異常気象とはどんなことでしょうか。温暖化はどの程度進行しているのでしょうか。温暖化の原因や私たちの受け
る温暖化の影響について広く考えて見ましょう。

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⑤「異常気象と温暖化」】

つどいの広場「りとるきっず」9月のママカルチャー

花川北コミセン

集合:9:50 石狩浜海浜植物保護センター

石狩浜海浜植物保護センター（火曜休館）
協力:ＮＰＯ法人教育支援協会北海道

ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり

藤田さん

①ママさんストレッチ／気になるおなかスッキリさわやか！
②親子で遊ぼう♪／親子で工作をしたり、絵本を読んだりと楽しいことがいっぱい！！
③オープンママカルチャー「いざという時にすぐに役立つ！子供の救命救急」／心肺蘇生(CRP)を中心とした乳
幼児の救急法やAEDの使い方を学びます。

市民図書館

③りんくる3F 　視聴覚室

川の博物館（9時から17時受付、月曜休館）

会　場

9/20（土）

川の博物館

わらべうたや親子のふれあい遊びをたくさん紹介します。

申込み/
問合せ

電　話

申込み/
問合せ

内　容

内　容

いしかりまちづくり協議会　三島さん

9/20（土）

電　話

会　場

申込み/
問合せ

会　場

造園屋さんによる木の剪定講習会です。

9/17（水）・25（木）

樹木剪定講習会

内　容

開催日

会　場

申込み/
問合せ

会　場

開催日

申込み/
問合せ

電　話

内　容

内　容

会　場

申込み/
問合せ

開催日



No. 016

時　間 9:00～16:00
申込期間 9/16（火）
参加費 1,000円（昼食代含む）
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. 017

時　間 10:00～11:30

申込期間 9/22（月）
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-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 018

時　間 19:00～21:00
申込期間 9/8（月）～13（土）
参加費 200円（保険料）※施設使用料は毎回別途100円
対象・定員 要問合せ

74-4521 FAX - Eメ-ル -

No. 019

時　間 13:30～15:30
申込期間 9/26（金）
参加費 300円
対象・定員 50人（定員を超えた場合は抽選）

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

No. 020

時　間 9:00～16:00

申込期間 10/2（木）

参加費
300円（中学生以下100円）
持ち物:運動靴、上着、昼食、筆記用具、（お持ち
の方は）あれば双眼鏡

対象・定員
一般（小学校3年生以下は保護者同伴）30人（先
着順・最少催行人数8人）

72-3240 FAX - Eメ-ル -

No. 021

時　間 10:00～12:00
申込期間 9/19（金）
参加費 100円
対象・定員 市民20人（多数時抽選）

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

10/6(月）開催日

10/5（日）

会　場 8:50　市役所来客用駐車場集合　※バスで移動

生涯学習講座「はまなす学園」で一般公開をしている講座です。
演題「石狩発信の情報チャンネル～えりすいしかりネットテレビ～」

花川北コミセン2階

環境課

電　話

いしかり学のススメ第27回講座「石狩の豊穣の大地から～お米の生産から消費まで～」

開催日

市公民館

シニアプラザ「はまなす学園」第8回　一般公開講座

花川・生振の記念保護樹木（由緒、由来のある樹木及び住民に親まれている樹木のうち、 郷土の記念樹木とし
て保護しているもの）や防風林、浜益区等の自然あふれる場所を巡り、身近にある自然を考えます。

電　話

申込み/
問合せ

内　容

内　容

会　場

申込み/
問合せ

会　場

電　話

会　場

内　容

申込み/
問合せ

内　容

開催日

10月3日～24日までの毎週金曜 （全4回）

近年北海道にも影響が出はじめている内モンゴルから飛来する「黄砂」の発生メカニズムや、人体、地球環境へ
の影響と対策を学びます。講師:ブホー・オーツル氏（内モンゴル出身）　酪農学園大学環境システム学部生命
環境学科准教授

開催日

石狩市公民館
企画:いしかりまちづくり協議会

電　話

会　場

申込み/
問合せ

市公民館

10/4（土）

B&G 海洋センター

スポンジテニス体験教室

石狩大学まちのしくみ学部「特別支援教育って何だろう～学校の新たな取り組み」

市民企画講座「黄砂の発生メカニズムと人体や地球環境への影響を考える」

内　容

市公民館

読み書きに困難を感じる、物事に集中できないなど、子供の「発達障害」の改善、克服を目指す取り組みを紹介
します。

上田さん

スポンジテニス体験教室

申込み/
問合せ

電　話

申込み/
問合せ

石狩・学びのスタンプ対象講座（１０月～）

電　話

開催日

9/30(火）

市公民館

市民図書館

自然観察会（記念保護樹木）

会　場 市公民館（集合場所）

内　容 米についての講話と水田農家・パールライス工場を見学し、米の生産から消費までを学びます。
開催日 9/27（土）

石狩・学びのスタンプ制度　協賛企業・団体

 
一般住宅に火災警報器の設置義務付となりました 
消火器・火災警報器・防災用品・各種標板 

消防機材・消防用設備施工・保守点検 

（有）道央防災センター 

防災アドバイザー 石狩市花川南５条２丁目239 

防災士・消防設備士 TEL･FAX 73-9678 

 
イオンは、企業市民として社会のために、 

地球のために、できることから一歩一歩 

取り組んでいきます。 
 

イオンスーパーセンター 
石狩緑苑台店  



No. 022

時　間 10:00～12:00

申込期間 10/1（水）

参加費
講習料:4,000円
教材費:5,250円

対象・定員 18歳以上の初心者20人（先着）
76-2255 FAX - Eメ-ル -

No. 023

時　間 12:50～14:30
申込期間 9/19（金）
参加費 -
対象・定員 託児有り（事前申し込み必要）

72-3631 FAX - Eメ-ル -

No. 024

時　間 7:00～17:00

申込期間 9/30（火）
参加費 500円（浜益温泉入浴料400円は別途）

対象・定員
市内在住・在勤で高校生以上の健康な方
50人（先着順）

64-1220 FAX - Eメ-ル -

No. 025

時　間
①18:00～20:00　②18:00～20:00（初回のみ
18:30まで）

申込期間 9/18（木）

参加費
一講座1,000円　※石狩翔陽高校PTA会員は無
料　　①1,000円　③2,000円　※当日徴収

対象・定員
①35人　②15人（いずれも先着順）
②はエプロン必要

74-5772 FAX 74-8741 Eメ-ル nishijima@hokkaido-c.ed.jp
No. 026

時　間 10:00～12:00

申込期間 10/1（水）

参加費
講習料:4,000円
教材費:5,250円

対象・定員
18歳以上（マウス操作・入力ができる方）20人（先
着）

76-2255 FAX - Eメ-ル -
No. 027

時　間 10:00～12:00
申込期間 要問合せ
参加費 1回300円
対象・定員 要問合せ

74-9062 FAX 74-9062 Eメ-ル -
・10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。

申込み/
問合せ

市公民館

電　話

B&G海洋センターまたは浜益温泉駐車場

申込み/
問合せ

石狩翔陽高校　西島さん

電　話

開催日
※開講式　10/16（木）17:30～　　①10/16～
11/13の毎週木曜日　 ②10/16・23・30・11/13・
12/11（全て木曜日）

石狩翔陽高校

会　場

内　容

会　場

①マイクロソフトワードで年賀状作成　②陶芸の基本

開催日 10/13（月・祝）

申込み/
問合せ

会　場

今村さん

申込み/
問合せ

内　容
パソコン教室（ワード初級）講座

電　話

開催日

子育て支援課

内　容
「子どもの心を守る　～幼児期から思春期につながる子育て～」
「タマゴマン」の作者で詩画作家の坂本勤さんによる講演会を市ＰＴＡ連合会と共催で開催します。
親の声のかけ方や笑顔、接し方ひとつで、子どもの心を守ることができる・・・そんなお話です。

駒井さん

今村さん

エクセルの基本操作や簡単な計算式、図形の作成など、幅広い内容が習得できます。

10/7（火）・8（水）・9（木）・10（金）・14（火）・15（水）
※1回2時間の全6回

黄金山登山の集い
黄金山登山の集い

開催日

電　話

申込み/
問合せ

内　容

内　容

パソコン教室（エクセル初級）講座

市体育協会
申込方法:市体育協会にある申込書兼誓約書を
提出

石狩翔陽高校　学校開放講座

開催日

申込み/
問合せ

電　話

ワードを使い、マウス操作や文字入力、最後はハガキサイズの案内状を作成します。

家庭教育講演会

花川南コミセン

会　場
開催日 11月までの毎週第2日曜

10/11（土）

会　場 若葉小学校体育館（花川北4-3-1）

電　話

花川北コミセン

10/23（木）・24（金）・28（火）・29（水）・30（木）・31
（金）※1回2時間の全6回

会　場

石狩市民講座「萌木」【イラク「サナ（平和）衛星テレビ」を見る会】
内　容 イラクから直接配信されている衛星テレビを見て、平和の大切さを考えます。

 
団員募集（女声合唱団） 

♪みんなで歌えば元気100倍♪ 

アルバ・コラーレ 
練習：毎週月曜日19:00～21:00公民館 

連絡先：越沢74-6314 

 

 
協賛金のお願い 

 
この学びのスタンプは、市民が運営しており、

経費は登録料でまかなわれています。石狩市民の

学びを支援するために、協賛金として、ぜひ、ご

協力ください。 

■協賛金 法人−１口 年5,000円 個人−１口 年1,000円 

年４回発行の「あいかぜ通信」に１年間広告を掲載します。 


