
「あい風通信　～お知らせ版～」

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
No. 1

時　間 ①②13:00～14:30　③9:00～13:00

申込期間 ～7/3（土）

参加費
各回カレッジ生400円、一般500円（③のみバス代
別途700円）

対象・定員
中学生以上　①②50人　③30人（申込多数時抽
選）

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

No. 2

時　間 ①②13:00～14:30　③8:00～18:30

申込期間 ～6/26（土）

参加費
各回カレッジ生400円、一般500円（③のみバス代
別途1,000円）

対象・定員
中学生以上　①②50人　③30人（申込多数時抽
選）

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

6～7月には次の「いしかり市民カレッジ」主催のシリーズ講座が開催されます。受講されている方はお忘れなく。

※申込みは終了しています。

講座１　辻正一さんが語る「お茶の間目線の経済談義」

第4回　6/12（土）　13:30～15:00 花川北コミセン
講座３　村山耀一さんと歩く「石狩歴史散歩～石碑が語る先人の足跡」

第2回　6/17（木）　第3回　7/1（木）　9:00～12:00　第4回　7/22（木）9:00～15:00 石狩市内一円
講座４　もっと知りたい国々シリーズⅠ「カナダ」

第1回　6/5（土）　第2回　6/19（土）　10:30～12:00　第3回　7/3（土）10:30～13:00 花川北コミセン

No. 3

時　間 9:30～11:30
申込期間 要申込
参加費 300円　持ち物：包丁(数丁)、タオル

対象・定員 －
64-3196 FAX － Eメ-ル recycle@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 4

時　間 13:00～15:00
申込期間 不要

参加費 100円（材料費）　持ち物：裁縫道具

対象・定員 －
73-6928 FAX － Eメ-ル －

内　容 家庭で切れなくなった包丁を自分で研ぎ、リサイクルしてみませんか。

リサイクルプラザ(9:30～16:30　月曜・祝日休館)

会　場
①②花川北コミセン　③洞爺湖・有珠山ジオパー
ク　※集合・解散：市公民館

いしかり市民カレッジ《講座6》
洞爺湖・有珠山ジオパークを学ぶ

内　容

昨年、世界ジオパークのひとつとして認められた「洞爺湖・有珠山ジオパーク」を学び、あるがままの姿の「ジオ」
（地球や大地のこと）の自然について学ぶことで、火山の恵みと脅威、そして人々が火山とどのように共生してい
くべきかを考えます。①「世界と日本のジオパーク」②「北海道の火山と洞爺湖・有珠山」③「火山見学：洞爺湖・
有珠山ジオパーク」　【講師】北大理学研究院准教授　新井田 清信 氏、助教　吉本 充宏 氏

開催日 ①7/10（土）　②7/24（土）　③7/31（土）

申込み/
問合せ

いしかり市民カレッジ事務局（市公民館内）

電　話

6月開催の連携講座

公民館

伝承あそびボランティアおてだま　武川さん

会　場

申込み/
問合せ

電　話

電　話

いしかり市民カレッジ《講座5》
北海道の稲作史「稲作日本一への軌跡」

内　容

北海道の稲作は江戸時代の試作に始まり、明治以降、石狩平野でも生産されるようになり、現在では全国トップ
クラスの米の産地となりましたが、開拓者たちと行政は、排水、土壌改良、数多くの品種育成や技術開発を積み
重ねてきました。その試行錯誤と苦労の経緯を学ぶとともに、農業試験場で品種改良や栽培技術の方法や実際
の稲を見学し、北海道の稲作についての理解を深めます。①「日本の稲作史・北海道の稲作史」　②「農地・水
田にするための泥炭土壌の改良」　③ 「北海道農業研究センター見学」
【講師】元道立十勝農業試験場長　藤村 稔彦 氏、元同生産システム部長　稲津 脩 氏

開催日 ①7/17（土）　②8/21（土）　③9/9（木）

開催日 6/4（金）・5（土）・25（金）・26日（土）

昔遊び公開講座

内　容 おてだま作り

開催日 6/9（水）　※11月まで毎月1回開催

いしかり市民カレッジ講座（６月）

会　場 リサイクルプラザ

申込み/
問合せ

会　場
①②市民図書館　③北海道農業研究センター
（札幌市豊平区）※集合・解散：市公民館

申込み/
問合せ

いしかり市民カレッジ事務局（市公民館内）

電　話

リサイクルプラザ講座「包丁とぎ講座」



No. 5

時　間 9:00～15:00　集合9:00

申込期間 ～6/9（水）

参加費
300円（中学生以下は100円）　持ち物：昼食、飲
み物、筆記用具、双眼鏡（貸し出し用もあり）、野
外活動に適した服装、雨具（天候に応じて）

対象・定員 30人（先着順）
60-6107（休館日
は72-3240）

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

No. 6

時　間 10:00～12:00　※小雨決行
申込期間 ～6/8（火）

参加費
無料　持ち物：軍手、ゴム手袋など、汚れても良
い服装

対象・定員 市民50人（先着順）

76-2233 FAX － Eメ-ル －

No. 7

時　間 19:00～21:00
申込期間 ～6/4（金）
参加費 1回600円　3回券1,700円

対象・定員 市内在住・在勤の方40人
64-1220 FAX 64-1222 Eメ-ル i-sports@crocus.ocn.ne.jp

No. 8

時　間 11:00～
申込期間 要申込

参加費 要問合せ

対象・定員 要問合せ
64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル comstation@ray.ocn.ne.jp

No. 9

時　間 13:00～16:00
申込期間 要申込

参加費
500円　持ち物：日常使用している化粧品（洗顔
料、化粧水など）、手鏡、タオル（2本）、洗面器

対象・定員 65歳以上の女性
74-6196 FAX 74-6198 Eメ-ル －

No. 10

時　間 13:30～

申込期間 要申込

参加費 200円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX － Eメ-ル －

第27回石狩の古老の話を聞く会

中田守さんに「生振観音」を中心とする生振地区の話を聞きます。

電　話

電　話

石狩総合管理協同組合
（月～金曜　9:00～16:00）

申込み/
問合せ

ガーデニング講習内　容

第5回初夏のガーデニング講習会

6/12（土）

6/19（土）

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

6/17（木）

ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり（花
畔2-1　北ガスプラザ石狩ビル1階）

いしかり市民カレッジ　協賛企業・団体

①6/15（火）　②6/17（木）　③6/22（火）

エンジョイスポーツ教室

【子育て】ママカルチャー「子どもの教育資金を考えよう！」

内　容 教育資金プランニングについて学びます。

いろいろなグッズを使用しながら楽しく汗を流し、運動不足を解消します。
①ブレスダイエット　②ビューティーリンパマッサージ　③姿勢改善エクササイズ
【講師】フィットネスインストラクター　山田 泰子 氏

Ｂ＆Ｇ海洋センター

申込み/
問合せ

（財）石狩市体育協会

電　話

開催日

電　話

石狩浜海浜植物保護センター

石狩浜・マクンベツ自然観察会

ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり

申込み/
問合せ

いきいきエステ講習会

内　容

会　場 集合：市役所

会　場
開催日 6/13（日）

紅葉山公園

内　容
はまなすの丘公園とマクンベツ湿原を野鳥や植物を観察しながら散策し、石狩川河口の自然環境について学
びます。　【講師】石狩鳥類研究会　樋口孝城 氏ほか

会　場

電　話

開催日

開催日

内　容

会　場

申込み/
問合せ

開催日

内　容 エステ講習
開催日 6/18（金）

電　話

会　場 紅南会館（花川北1-5）

申込み/
問合せ

楽々レクリエーション杏の会　安田さん

 
協賛金のお願い 

いしかり市民カレッジの運営経費は受講料と年

会費でまかなわれています。いしかり市民の学び

を支援するために協賛金（広告料）としてぜひご

協力ください。 
◆協賛金 一口 5,000円／年 
年４回発行の「あい風通信」に１年間広告を掲載します。 

 
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６条３丁目41 

防災士・消防設備士 TEL･FAX 73-9678 



No. 11

時　間 【フィールド編・ラボ編とも】13:00～17:00

申込期間 6/2（水）～16（水）

参加費
無料　【フィールド編】持ち物：野外に出る服装、
長靴、軍手、あればハンマーなど

対象・定員
【フィールド編】小学4年生～大人　20人（小学生
は保護者同伴　先着順）
【ラボ編】小学4年生～大人　10人（先着順）

62-3711 FAX － Eメ-ル －

No. 12

時　間 10:30～12:00

申込期間 要申込

参加費
各回800円　持ち物：エプロン、キャンドル持ち運
び用の袋、牛乳パック（折りたたんでいないもの）

対象・定員 各回10人（先着順）
60-2722 FAX － Eメ-ル －

No. 13

時　間 7:50～13:00

申込期間 要申込

参加費
無料　持ち物：飲み物、タオル、帽子、雨具　※ウ
オーキング用のポールは、主催者で準備します
（入浴、昼食などの費用は各自負担）

対象・定員 40人（先着順）
72-6123 FAX － Eメ-ル sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 14

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前に電話申込　※当日受付不可

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. 15

時　間 13:30～15:30
申込期間 ～6/20（日）
参加費 500円（ドリンク、焼き菓子付き）

対象・定員 要問合せ
62-3955 FAX 62-3406 Eメ-ル -

カフェ「マウニの丘」

内　容
石狩の昔の生活や知られざる歴史、また俳句結社「尚古社」を資料を見ながら学ぶ
【講師】私設資料館「尚古社」館長　中島 勝久 氏

開催日 6/22（火）

電　話

会　場 カフェ「マウニの丘」（弁天町番外地）

申込み/
問合せ

6/20（日）

会　場 集合：市役所駐車場（送迎バスあり）

6/20（日）開催日

石狩消防署

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩

開催日

いしかり砂丘の風資料館

申込み/
問合せ

朝市朝風呂を楽しむウォーキング

内　容

会　場 藤女子大学花川キャンパス（花川南4-5）

体験講座「地層と化石／フィールド編＆ラボ編」

①6/19（土）　②7/24（土）　③8/28（土）

キャンドルナイト2010inいしかり「素敵なキャンドル手づくり講座」

内　容
ユニークな発想でキャンドルアートにチャレンジしましょう！クラフトキャンドルの講座を3回連続で開催。制作した
キャンドルは市内のイベント等でともします。
【講師】杉浦 篤子氏（藤女子大学人間生活学部保育学科教授）

800万年前の地層や貝化石が見られる海岸を歩き、観察・採集します。ラボ編では地層を分析して顕微鏡サイズ
の化石を観察します。２講座合わせての受講がお勧め！

開催日 【フィールド編】6/19（土）【ラボ編】7月3日（土）

会　場
【フィールド編】厚田区望来、古潭　※集合・解散
場所：石狩市役所（バスを用意します）
【ラボ編】いしかり砂丘の風資料館

電　話

申込み/
問合せ

電　話

定期普通救命講習会

毎月第3日曜に実施している、心肺蘇生（そせい）法や異物除去、訓練用AEDを用いた講習会です。受講者に
は「普通救命講習終了証」をお渡しします。

内　容
ノルディックウォーキングの講習、本町地区まで約5kmのウオーキング（本町地区での買い物、入浴、観光特典
あり）

スポーツ健康課

開催日

内　容

電　話

申込み/
問合せ

電　話

会　場

私たちはいしかり市民カレッジを応援しています。

講演会「道央圏最古の俳句結社　石狩尚古社の話」

 
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 



No. 16

時　間 11:00～

申込期間 不要
参加費 無料

対象・定員 要問合せ

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

No. 17

時　間 18:30～20:30

申込期間 不要

参加費 無料
対象・定員 なし

72-3145 FAX - Eメ-ル hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 18

時　間 10:00～11:30

申込期間 6/1（火）～6/22（火）

参加費 500円

対象・定員 20人（先着順）

74-7160 FAX 74-7160 Eメ-ル nagayama@aurora-net.or.jp

No. 19

時　間 9:30～11:30

申込期間 要申込

参加費 無料

対象・定員 30人（先着順）

64-2507（月曜除
く　9:00～17:00）

FAX 64-2513 Eメ-ル -

No. 20

時　間 8:45～14:30

申込期間 ～6/18（金）

参加費

1,100円（ウオーキング手帳代含む　ウオーキング
手帳をお持ちの方は300円引き）　持ち物：飲み
物、歩くのに適した靴・服装（専用ポールは主催
者で準備します）

対象・定員
市民40人（申込多数時抽選　小学生以下は保護
者同伴）

72-6123 FAX － Eメ-ル sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 21

時　間 8:45～17:00　集合8:30

申込期間 6/10（木）8:45～

参加費 1,000円　持ち物：昼食

対象・定員 30人（先着順）

72-3139 FAX － Eメ-ル －

電　話

北邦野草園・嵐山（鷹栖町）　集合：市役所来客
用駐車場

会　場

6/27（日）開催日

見学と研修会内　容

申込み/
問合せ

川の博物館

内　容
・ノルディックウォーキングの簡単な講習　・厚田公園内約5kmのコースを歩く（コースは起伏があります。ポール
を持たずに歩いても構いません）　・望来コミセン（みなくる）で「厚田区スポーツと食の体験」に参加（厚田区の味
覚の試食あり）　※大雨の場合は厚田スポーツセンターで実施

電　話

会　場
①厚田総合センター ②花川北コミセン ③浜益コ
ミセン（きらり）

申込み/
問合せ

秘書広報課

電　話

【親子】親子でストレッチ

内　容 親子でストレッチ

ふれあいタウンミーティング2010

開催日 6/27（日）

会　場
集合　りんくる（送迎バスあり。現地で参加する方
は、厚田公園駐車場に集合。浜益からの送迎に
ついては、ご相談ください）

内　容
・天気予報でよく使われる用語の解説　・今年の寒気と異常気象をどのように考えるか　・石狩川における過去の
大規模洪水の気象的な特徴　・災害時の気象予報の活用方法　【講師】気象予報士　神保 正義 氏

開催日 6/26（土）

第2回石狩いきいきウオーキングin厚田～厚田公園「恋人の聖地あいロードコース」を歩こ
う！～

①6/24（木） ②6/29（火） ③6/30（水）

申込み/
問合せ

フラワーマスター連絡協議会事務局（都市整備
課内）

電　話

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

花めぐりバスツアー

電　話

会　場 川の博物館（新港南1-28-24）

第1回 川の博物館講座「気象予報士に学ぶ　分かり易い気象のはなし」

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（花
畔2-1　北ガスプラザ石狩ビル1階）

会　場

ふまねっと健康教室

内　容

内　容
市の政策について、スライドなどを交えながら分かりやすく説明します。
【テーマ】水道事業、国民健康保険・健康推進事業、環境施策　ほか

開催日

開催日 6/24（木）

申込み/
問合せ

ふまねっと はまなす　永山さん（電話、FAXまた
はEメールで住所、氏名、電話番号を）

電　話

ふまねっと運動は、３×８列のマス目で出来た網を床に敷き、この網を踏まないようにゆっくり歩く運動で、歩行機
能改善、認知症予防などが期待できる優しい運動です。マス目を歩くためのステップはたくさん用意されており、
運動が苦手な方でも楽しむことができ健康増進にもつながります。

開催日 6/25（金）

会　場 りんくる



No. 22

時　間 14:30～16:00

申込期間 不要

参加費 無料
対象・定員 －

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

No. 23

時　間 10:00～

申込期間 要申込

参加費 500円

対象・定員 15組（先着順）

71-2013 FAX － Eメ-ル －

No. 24

時　間 8:45～16:00

申込期間 ～6/22（火）

参加費

1,350円（昼食代・ウオーキング手帳代を含む　ウ
オーキング手帳をお持ちの方は300円引き）　持
ち物：飲み物、歩くのに適した靴・服装（専用ポー
ルは主催者で準備します）

対象・定員
市民40人（申込多数時抽選　小学生以下は保護
者同伴）

72-6123 FAX － Eメ-ル sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 25

時　間 要問合せ
申込期間 要申込

参加費
大人3,000円、子ども2,000円（食事代、宿泊費、
バス代など含む）

対象・定員
小学1～6年生の子どもと保護者　8組（親子で1組
での参加　　6市町村全体で50組100人）

72-3173 FAX － Eメ-ル manabee@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 26

時　間 18:15～19:45

申込期間 6/1（火）～6/30（水）

参加費
2,500円
（特定の講義のみの受講　1回1,500円）

対象・定員 一般市民・学生／50人

011-706-6123 FAX 011-706-6141 Eメ-ル k-gaksei@eng.hokudai.ac.jp

No. 27

時　間 要問合せ

申込期間 要申込
参加費 6,000円(食費、教材費、保険料)

対象・定員
高校生以上で自然体験活動に興味のある方　15
人

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル －

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

申込み/
問合せ

ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり（花
畔2-1　北ガスプラザ石狩ビル1階）
※氏名、年齢、連絡先を電話かファクス

申込み/
問合せ

社会教育課

会　場 厚田公園キャンプ場

7/24（土）～25（日）

機械工学研究の最前線　－いま、機械工学研究者は何を見ているか－

内　容

蒸気機関の発明が産業革命を招いて以来、社会生活は機械工学とともに発展してきました。社会に新しい価値
をもたらすことを無上の喜びとする機械工学者が、いま、何を思い描いているのか、その一端を本講座で紹介し
ます。エネルギー問題、ロケット開発、流体技術応用等に関する話題を通じて、社会と工学研究のつながり、現
代の課題、技術者の思い、大学研究の面白さなどに触れることができるはずです。

開催日 7/15（木）～8/5（木）毎週木曜日

内　容
・ノルディックウォーキングの簡単な講習　・すこやかロード浜益温泉コース（約6km）を歩く　・ミニ講座「ウオーキ
ングシューズについて」　・自由時間　温泉入浴、パークゴルフなど（費用は自己負担）　・買い物タイム　※大雨
の場合は浜益スポーツセンターでピラティスを実施

内　容
テント設営、ダッチオーブン料理、プログラムの進め方などの実践講座
【講師】NPO法人ねおす　ほか

内　容
石狩管内6市町村合同の「食育」プログラム。浜益区でのカニ釣りや海鮮カレー作りなどの野外体験、道民の森
（当別町）での宿泊などを通じて､親子で食べることの大切さ、自然への感謝の気持ちを養います｡①イソガニ釣
り大会　②特産！いしかり海鮮カレー作り　③いしかり食の交流広場など

開催日 7/3(土)～4(日)

自然体験活動リーダー養成講座

電　話

7月以降開催の連携講座

会　場 浜益区、道民の森（当別町）

申込み/
問合せ

地域子育て支援センター　えるむ

電　話

第3回石狩いきいきウオーキングin浜益

開催日 7/3（土）

石狩管内社会教育共同事業「つくって発見！食べて感動！いしかり食の体験ランド～いた
だきますってなに？～」

開催日 6/29（火）

会　場 えるむの森保育園（花川東93-5）

【子育て】ビーズアクセサリー講座

内　容 色とりどりのビーズを使って、アクセサリーを作ってみませんか？　託児あり（無料）

石狩市民図書館10周年記念講演会

内　容 市民図書館の10年の歩み、これからを語ります。　【講師】石狩市長　田岡 克介

開催日 6/27（日）

会　場 市民図書館

集合：りんくる（送迎バスあり。現地で参加する方
は、浜益温泉に集合）

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

電　話

会　場

開催日

電　話

電　話

会　場
札幌市北区北13条西8丁目
北海道大学工学部B11講義室

申込み/
問合せ

北海道大学工学系事務部教務課
学生支援担当



●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの対象講座です。

◆問合せ：社会教育課℡72－3173

◆市のまちづくりや、制度の内容など、いろいろなテーマについて市職員を講師として派遣し、皆さんの学習をお手
伝いします。メニュー票は市内公共施設や市ＨＰから入手できます。

◆申込み方法は、10人以上のグループで、メニュー、開催日時、会場を決め希望日の３週間前までにお申込みくださ
い。（年末年始を除く毎日10時～21時まで開催できます）


