
「あい風通信　～お知らせ版～」

問合せ：市教委社会教育課（市公民館内）℡72－3173

No. 001

時　間 9:30～12:00
申込期間 3/3(火)9時～
参加費 持ち物：使用済ペットボトル500ml2本、軍手、タオル

対象・定員 各日10人（先着順）

64-3196（9時30分
～16時30分、月
曜・祝日休館）

FAX 64-3195 Eメ-ル recycle@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 002

時　間 ①11:00～ ②13:30～ ③13:00～ ④11：00～

申込期間 ①④は要予約
参加費 ①500円　④100円

対象・定員 ①5組　④10人

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル -

No. 003

時　間 13:30～15:30
申込期間 3/4（水）
参加費 200円

対象・定員 興味のある方はどなたでも参加できます。　100人

74-6198 FAX 74-6198 Eメ-ル h.yasuda1007@gaea.ocn.ne.jp

No. 004

時　間 9:00～12:00
申込期間 事前電話申込 ※当日申込不可
参加費 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-ル -

No. 005

時　間 14:00～15:30
申込期間 申込不要
参加費 無料

対象・定員 -

78-2371 FAX - Eメ-ル -

No. 006

時　間 13:00～
申込期間 要問合せ
参加費 無料

対象・定員 -

74-0229 FAX 74-0229 Eメ-ル -

石狩・学びのスタンプ対象講座（3月）

リサイクルプラザ教室

講演会「花川南防風林の歴史」

開催日
①3/3（火） ②3/6（金） ③3/10、24（火） ④3/18
（水）

リサイクルプラザ

電　話

つどいの広場「りとるきっず」３月のママカルチャー

こどもコムステーションいしかり

申込み/
問合せ

3/7（土）

電　話

市民図書館

申込み/
問合せ

いしかり地産地消を楽しむ会　長さん

会　場 花川北コミセン会議室

申込み/
問合せ

石狩浜夢の木プロジェクト　安田さん

開催日

会　場

NPO法人こどもコムステーションいしかり

内　容
①《親子でおひなさまランチ》　②2《親子でストレッチ》　③《親子で遊ぼう》親子で楽しくグッズ作り♪　④《アクリル
たわし作り》アクリル毛糸でたわし作り♪食器はピカピカ☆

会　場

わかば会館（花川北4-3）

内　容 リサイクル固形石けんと美肌水作り講座

内　容
開拓のころ、先人たちが原生林を切らずに防風林として残してから140年。北海道の歴史における防風林の位置
付けを探ります。　　【講師】いしかり砂丘の風資料館　工藤 義衛

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ　（新港南1-22）

電　話

開催日 3/5（木）・12（木）

定期普通救命講習会
内　容 定期普通救命講習会
開催日 3/15（日)
会　場 石狩消防署

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

石狩植物愛好会第1回研修会

開催日

内　容 家庭用花壇や鉢花作り　　【講師】苫小牧イコロの森ガーデン圃場長　原田 輝治氏

電　話

食品表示の学習会

内　容
安心・安全な食生活のために、食品表示を学びます。
【講師】北海道農政事務所　今井 智史氏

3/15（日）
会　場

申込み/
問合せ

瀬野さん

電　話

開催日 3/18（水）
会　場

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. 007

時　間 18:30～
申込期間 要問合せ
参加費 無料

対象・定員 30人（先着順）

77-7070 FAX 77-7071 Eメ-ル center@hitomati-ishikari.net

No. 008

時　間 14:00～16:00
申込期間 申込不要・当日直接会場へ
参加費 無料

対象・定員 60人

72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル isihikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 009

時　間 10:00～12:00
申込期間 3/19（木）
参加費 無料

対象・定員 要問合せ

72-3194 FAX 75-2270 Eメ-ル syougais@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 010

時　間 13:30～16:30
申込期間 3/25（水）
参加費 200円

対象・定員 100人（先着順）

74-2039 FAX - Eメ-ル -

No. 011

時　間 14:00～15:30
申込期間 3/25（水）
参加費 無料

対象・定員 市内観光事業者、市民など　100人（先着順）

72-3167 FAX 72-3540 Eメ-ル kankou@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 012

時　間 9:30～12:30
申込期間 要問合せ
参加費 2,000円

対象・定員 18人（先着順）中学生以上の市内在住又は在勤の方 

- FAX - Eメ-ル yukio-ike@nifty.com

・4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。

まちづくりラウンドテーブルON石狩 「トーク＆交流会　活動の元気のもとを仕入れよう！」

内　容

市民活動がまちづくりにつながるのは楽しいことです。石狩では地域のニーズをとらえて、すでにさまざまな活動
やコミュニティービジネスを手がけている方、元気なグループがいくつもあります。専門家のアドバイスをもらいな
がら、地域の新しい情報を知り意見交換することで、団体の活動をバージョンアップさせましょう。ホームページ作
成や、市民活動情報センターの案内もあります。　【ゲスト】　京都産業大学准教授　大室 悦賀氏

開催日 3/19（木）
会　場 市民活動情報センター（花川北コミセン内）

申込み/
問合せ

市民活動情報センター

電　話

図書館講座「太宰治生誕100年記念講演」－太宰と共にあった人生－

内　容
『走れメロス』 『人間失格』 『斜陽』 など、鬼気迫る作品を生み出した昭和の文豪・太宰治の魅力に迫ります
【講師】株式会社柏艪舎代表取締役 山本光伸氏

開催日 3/20（金・祝）
会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

講演会「災害弱者への配慮」

内　容
全国の災害現場で、救援活動やボランティアの指導などを経験した講師による、体験に基づいた講演。障がい者
や子ども、高齢者など災害弱者に配慮した災害救援について／災害時のメンタルケアや障がい児を落ち着かせ
るという、癒しの楽器「クリスタルボウル」の実演 　【講師】災害救援ネットワーク北海道　代表　山口 幸雄氏

開催日 3/22(日)
会　場 りんくる

申込み/
問合せ

障がい支援課

電　話

生活セミナー

内　容
石狩の食の安全・安心、地産地消を進めるためのセミナーです。講演後は、田岡市長を交えてのパネルディス
カッション、お汁粉を食べながらの交流会があります。　【講師】酪農大学理事長　麻田 信二氏

開催日 3/28（土）
会　場 りんくる

申込み/
問合せ

いしかり地産地消を楽しむ会　三島さん

電　話

まちおこし講演会「環境保全できる観光まちづくり」

内　容

本市においては、「濃昼山道ツアー」「林道ウォーク＆マラソン」「浜益うまいもの探検隊」など、本市の豊かな自然
環境を生かした観光振興の取り組みが行われています。また、本年の夏までには浜益区のシンボルとなっている
黄金山がアイヌ文化の「名勝」として指定を受ける見込みで、今後観光資源としてますます注目を集めることが予
想されます。エコツーリズム研究の第一人者を講師にお招きし、環境保全を意識した持続可能な観光まちづくり
について考えます。
【テーマ】エコツーリズム　【講師】北海道大学観光学高等研究センター教授　敷田　麻実　氏

開催日 3/29（日）
会　場 石狩市民図書館

申込み/
問合せ

商工労働観光課

電　話

初心者テニス教室
内　容 初心者テニス教室

石狩・学びのスタンプ対象講座（4月～）

申込み/
問合せ

石狩市テニス協会　池田さん

電　話

開催日 4/5～26の毎週日曜
会　場 サン・ビレッジいしかり（新港中央1･701･1）

 
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 

 

 
会員募集 

気楽に短歌を語り合ってみませんか。 

石狩短歌会 
月例歌会 毎月第３日曜日 13:00～16:00 

白樺会館（花川北２条５丁目） 

連絡先 安藤73－5245 


