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問合せ：いしかり市民カレッジ事務局（市公民館内）℡74-2249

いしかり市民カレッジ主催講座

IIC

時　間 9:00～13:00
申込期間 5/15（金）
参加費 500円（いしかり市民カレッジ生は400円）
対象・定員 30人（申込多数時は市民カレッジ生優先の上、抽選） 

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

連携講座
No. 001

時　間
①②9:30～12:00③9:30～15:00

申込期間 5/1(金)9時～

参加費

①500円　持ち物：古着(トレーナ・Ｔシャツなど）
※古着が無くても参加可能。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。
②200円　持ち物：古着(浴衣・バスタオルなど) ※
古着が無くても参加可能
③1,000円　持ち物　軍手・昼食など

対象・定員 ①～③各日5人(先着順)

64-3196（9:30～
16:30月曜・祝日
休館）

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

No. 002

時　間 13:00～16:00
申込期間 要問合せ

参加費
普段使用している基礎化粧品（コールドクリーム、
洗顔料、化粧水、乳液など）、手鏡、タオル2本、
洗面器

対象・定員 70歳以上の女性

74-6196 FAX 74-6198 Eメ-ル ―

No. 003

時　間 9:30～14:30

申込期間 5/1（金）～13（水）

参加費
500円　※当日徴収 持ち物：昼食、野外活動の
服装、雨具など

対象・定員 石狩市民20人（先着順）

74-4502 FAX 74-4502 Eメ-ル ―

No. 004

時　間
①②とも10 :00～12:30
集合:9:50にはまなすの丘ヴィジターセンター　※
市のバス利用者は9:20に市役所駐車場

申込期間 それぞれ3日前の水曜

参加費
300円　※中学生以下は100円　持ち物：筆記用
具、お持ちの方は双眼鏡、動きやすい服装

対象・定員 ①②小学校高学年以上　30人（先着順）
60-6107または
72-3240（市役所
内）

FAX ― Eメ-ル ―

いしかり市民カレッジ講座３
【かつて石狩に道内最大の油田があった～石狩・厚田油田跡の見学会】

電　話

会　場 市公民館に集合

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

電　話

観察会①【石狩浜野鳥観察会】②【石狩浜自然観察会】

内　容

①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
②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

申込み/
問合せ

いしかり森林ボランティアクマゲラ　関さん

電　話

開催日 ①5/16（土）②5/30（土）

会　場 ①②ともはまなすの丘

開催日 5/16（土）※雨天決行

会　場
五の沢ふれあい研修センター（八幡町高岡400-
2）※送迎なし

申込み/
問合せ

電　話

森の山菜野外教室
内　容 山菜と毒草の見分け方を学びましょう。

楽々レクリエーション杏の会　安田さん

開催日 5/14（木）
会　場 りんくる

いしかり市民カレッジ講座（5月）

開催日 5/31（日）

リサイクルプラザ講座①【愛犬のウエア作り講座】②【布ぞうり作り講座】③【廃材木工講座】

申込み/
問合せ

いしかり市民カレッジ事務局（公民館内）

内　容
今でも原油が湧き出る、高岡地区八の沢の石狩油田跡と、厚田区望来の厚田油田跡を見学し、石狩における
油田の歴史などを学びます。

③は多目的ストッカーを作ります。魚など干すのに便利です。

開催日
①②5/8(金)・16(土)③5/8（金）・9（土）･16（土）･
22（金）･23（土)

内　容

会　場 リサイクルプラザ(新港南1･22)

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ(新港南1-22)

電　話

シルバーエステ講習会
内　容 シルバーエステ講習会



No. 005

時　間 13:30～
申込期間 1月0日
参加費 200円
対象・定員 0

74-2039 FAX 74-2039 Eメ-ル ―

No. 006

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. 007

時　間 14：00～16：00
申込期間 申込不要

参加費 無料

対象・定員 60人

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

No. 008

時　間 13:30～15:30
申込期間 5/15（金）
参加費 300円
対象・定員 50人（先着順）

72-7489 FAX 72-7489 Eメ-ル ―

No. 009

時　間 13:30～
申込期間 申込不要
参加費 無料
対象・定員 ―

74-2039 FAX 74-2039 Eメ-ル ―

No. 010

時　間 13:00～16:00
申込期間 5/19(火)
参加費 2500円（テキスト代）
対象・定員 18歳以上の健康な方20人（先着順）

72-5552(平日
9:00～17:00)

FAX ― Eメ-ル ―

No. 011

時　間 ①10:00～12:00②9:45～10:45
申込期間 ①②随時受付　印鑑・費用を持参してください

参加費
①入館料のみ 持ち物：水着・タオル・スイミング
キャップ②4800円

対象・定員 ①高校生以上20人（先着順）②成人（水に潜ることができる方）  

74-6611 FAX ― Eメ-ル ―

No. 012

時　間 18:00～21:00

申込期間
5/30（土）　氏名、連絡先、年齢を明らかにし、電
話、ファクス、Eメールで

参加費 7,200円　※1回ごとの参加は1回1,500円
対象・定員 18歳以上の独身男女　10人（先着順）

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル comstation@ray.ocn.ne.jp

・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

市民図書館ボランティア有志の会　三島さん

電　話

開催日 5/23（土）
会　場 市民図書館

電　話

第3回市民図書館館長ミニ講演会
内　容 まちづくりと図書館　国立国会図書館より赴任して1年。館長が思う「まちづくりと図書館」についての講演です。

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

石狩市郷土研究会　村山さん

「増毛山道」特別展示と講演会

内　容

安政年間、石狩から増毛までの険しいがけを切り開いてつくられた「増毛山道」は、道内一の難路として知られて
いました。松浦武四郎らも歩いた幻の道にスポットを当てます。石狩市郷土研究会創立50周年記念事業です。
講師　「増毛山道の生い立ち」伊達 東氏（増毛山道の会会長）、「増毛山道と水準点物語」桜井 勝治氏（札幌三
角点の会代表）、「増毛山道と航空写真」小杉 忠利氏（小杉測量設計㈱代表取締役）

開催日 5/19（火）～5/24（日）

市民図書館

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

電　話

会　場

石狩市民図書館ストーリー

定期普通救命講習会
内　容 定期普通救命講習会
開催日 5/17（日）
会　場

電　話

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

いしかりまちづくり協議会　三島さん

内　容 連合町内会連絡協議会会長の佐藤豊治さんに、花川南地区の住民と南防風林のかかわりについてお話を聞き
開催日 5/16（土）

第22回石狩の古老に話を聞く会

内　容
第1章：図書館基本計画を作った菅原峻さんによるおはなし
第2章：何でも話そう！　図書館のこと（グループ茶談会）

開催日 5/17（日）

石狩消防署

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

いしかりファミリー・サポート・センター講習会

内　容

ファミリー・サポート・センターは、子どもを預かる相互援助組織で、預かる側のサポート会員のための講習会を
行います。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？ ※託児あり（無料） 「石狩市の子育て支援」
「保育の心・育児の援助者として」「子どもの栄養と食生活」「心の発達」「子どもの健康状態の把握」「事故防止と
応急処置」「子どもの世話」「病児の預かり」「援助活動にむけて」※このほか託児実習3時間あり

開催日 5/27～6/24の毎週水曜全5回
会　場 りんくる

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

市民プール①【救急法講習会】②【のびのびスイミング教室】
内　容 ①講師　石狩消防署員

申込み/
問合せ

市民プール

電　話

開催日 ①6/7（日）②6/2（火）から毎週火曜
会　場 市民プール

ひとりだちクッキング【自炊の達人コース】
内　容 作り方だけでなくプランニングやテーブルコーディネートを学びます。
開催日 6月～平成22年2月の第3金曜（全6回）

電　話

会　場 NPO法人こども・コムステーション・いしかり

申込み/
問合せ

NPO法人こども・コムステーション・いしかり


