平成２８年度

講座案内

◆主催講座
■講座１／
講座１／日ロの
講座１／日ロの懸け橋
日ロの懸け橋 船頭・大黒屋
船頭・大黒屋光太夫
大黒屋光太夫
～江戸時代にロシアを見た男～
～江戸時代にロシアを見た男～
日時：４月１３日（水）１０:３０～１２:００
講師：北海道新聞編集委員 相原 秀起 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座
講座６
講座６／石狩歴史散歩
第１回 花畔・新港地区
日時：７月９日（土） ９:００～１２:３０
第２回 厚田地区
日時：７月２３日（土） ９:００～１５:００
集合場所：石狩市公民館
講師：石狩市郷土研究会会長 村山 耀一 氏

■講座２／
講座２／北海道の活火山～火山と共生する
講座２／北海道の活火山～火山と共生する～
北海道の活火山～火山と共生する～
第１回 北海道の成り立ちと活火山・地震
日時：５月１１日（水）１０:３０～１２:００
講師：北海道立総合研究機構地質研究所 廣瀬 亘 氏
第２回 観測データから見た活火山の現況と防災
日時：５月１８日（水）１０:３０～１２:００
講師：北海道立総合研究機構地質研究所 高橋 良 氏
第３回 十勝岳をめぐる～見学会 火山の現状を知ろう～
日時：６月９日（木）８:３０～１７:００
講師：北海道立総合研究機構地質研究所
廣瀬 亘 氏、高橋 良 氏、岡崎 紀俊 氏
第１回・第２回 会場：花川北コミュニティセンター
第３回 集合場所：石狩市公民館

■講座３
講座３／
講座３／『北海道遺産』を巡る旅
～未来に引き継ぎたい北海道の宝物～
未来に引き継ぎたい北海道の宝物～
第１回 小樽・後志地方の北海道遺産を訪ねて
日時：５月３１日（火）
第２回 日本海オロロンラインの北海道遺産を訪ねて
日時：６月７日（火）
集合場所：石狩市公民館

■講座
講座７
講座７／カレッジの社会見学ツアー
カレッジの社会見学ツアー
日時：７月２６日（火） ８：３０～１８：００
見学先（予定）：王子製紙苫小牧工場、ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ北海道工場など
講師･案内：いしかり市民カレッジ 木戸口 道彰 氏
集合場所：石狩市公民館

■講座
講座８
講座８／今に残る小樽職人の心意気
第１回 小樽職人の技術と心意気を学ぶ
日時：８月５日（金）１０：３０～１２：００
講師：小樽職人の会組頭（代表） 佐々木 徹 氏
会場：花川北コミュニティセンター
第２回 体験学習／小樽で作る、職人と作る
日時：８月２５日（木）
集合場所：石狩市公民館

■講座
講座９
講座９／探してみよう、札幌駅のアート
日時：９月１日（木） 時間 ９：３０～１２：００
※現地集合

■講座
講座 10／初秋の日高路を旅する
～サラブレッド街道の魅力～
～サラブレッド街道の魅力～
■講座
講座４
講座４／躍進する石狩湾新港
～世界最長の超伝導直流送電システムと水素エネルギー～
第１回 世界最長の超伝導直流送電ｼｽﾃﾑと実証実験現場見学
日時：６月２９日（水）１０：００～１２：００
講師：中部大学 超伝導・持続可能エネルギー研究センター
教授 井上 徳之 氏
第２回 これからのｴﾈﾙｷﾞｰ～石狩ｽﾏｰﾄｴﾈﾙｷﾞｰｺﾐｭﾆﾃｨ構想と
水素ｴﾈﾙｷﾞｰ社会～
日時：７月２０日（水）１０：３０～１２：００
講師：石狩市企画経済部渉外調整担当部長 松田 裕 氏
北海道大学名誉教授 徳田 昌生 氏
会場：花川北コミュニティセンター
※第１回目は座学の後に現地見学

日時：９月７日（水）
集合場所：石狩市公民館
講師：元ＮＨＫ社会部記者 望田 武司 氏

■講座
講座 11／北海道経済の現状とこれからの展望
第１回 北海道の農林・漁業の現状と課題
日時：９月１５日（木）１０:３０～１２:００
第２回 これからの北海道経済の展望
日時：９月２９日（木）１０:３０～１２:００
会場：花川北コミュニティセンター
講師：石狩市産業振興アドバイザー 辻 正一 氏

■講座
講座 12／北海道の 150 年物語
■講座
講座５
講座５／「アイヌとは？その歴史
アイヌとは？その歴史」
とは？その歴史」～「古代」
古代」から「
から「近世」
近世」
のアイヌの歴史
のアイヌの歴史
第１回 「古代」から「近世」のアイヌの歴史
日時：７月７日（木）１０:３０～１２:００
第２回 イシカリ近郊のアイヌの様子
日時：７月１４日（木）１０:３０～１２:００
講師：北海道大学文学部准教授 谷本 晃久 氏
会場：花川北コミュニティセンター

裏 面 に続 く

第１回 明治維新と北海道～蝦夷地から北海道へ～
日時：１０月７日（金）１０:３０～１２:００
講師：北海道博物館学芸員 三浦 泰之 氏
第２回 北海道の開拓とお雇い外国人～欧米文化の移植～
日時：１０月２１日（金）１０:３０～１２:００
講師：北海道博物館学芸員 三浦 泰之 氏
第３回 北の大地に新天地を求めて～北海道へ移住した人々～
日時：１０月２８日（金）１０:３０～１２:００
講師：元北海道開拓記念館学芸部長 関 秀志 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座
講座 13／石狩の漁業～今、石狩でどんな魚介類が
獲れるの？
獲れるの？
第１回 石狩川の漁業
日時：１１月８日（火）１３:３０～１５:００
講師：さけます・内水面水産試験場主幹 中島 美由紀 氏
第２回 石狩湾の漁業
日時：１１月１５日（火）１３:３０～１５:００
講師：石狩地区水産技術普及指導所所長 菊池 肇 氏
会場：花川北コミュニティセンター

■講座
講座 15／
15／イスラム教は平和的～石狩の若者がシリア
イスラム教は平和的～石狩の若者がシリア
とヨルダン・ザアタリ難民キャンプで考えたこと～
とヨルダン・ザアタリ難民キャンプで考えたこと～
第１回 シリアとは？イスラム教とは？
日時：平成２９年１月１４日（土）１０:３０～１２:００
第２回 アラブの春の流れとシリア難民
日時：平成２９年１月２１日（土）１０:３０～１２:００
会場：花川北コミュニティセンター
講師：青年海外協力隊員 鈴木 雄太 氏（石狩市在住）

ひ と も の がたり

■講座
講座 16／おもしろ
16／おもしろ石狩
／おもしろ石狩大百科
石狩大百科～いしかり
大百科～いしかり人
～いしかり人物 語 ～
■講座
講座 14／北前船ものがたり
第１回 北前船の誕生から衰退、そして北海道との関わり
日時：１１月１６日（水）１０:３０～１２:００
講師：元小樽博物館館長 土屋 周三 氏
第２回 北前船の活動範囲と地域社会への影響
日時：１１月３０日（水）１０:３０～１２:００
講師：小樽商科大学研究員 高野 宏康 氏
第３回 石狩市の歴史に見る北前船
日時：１２月１４日（水）１０:３０～１２:００
講師：石狩市教育委員会文化財課課長 工藤 義衛 氏
会場：花川北コミュニティセンター

第１回 村山伝兵衛、佐藤松太郎
日時：平成２９年２月１２日（日）１３:３０～１５:００
講師：村山耀一氏、山田治己氏
第２回 金子清一郎、岡崎文吉
日時：平成２９年２月１９日（日）１３:３０～１５:００
講師：石井滋朗氏、三上富睦氏
第３回 井上伝蔵（予定）
日時：平成２９年２月２６日（日）１３:３０～１５:００
講師：木戸口道彰氏、田岡克介氏
会場：花川北コミュニティセンター

◆ まちの先生企画講座
■講座１
講座１／大人可愛いデコパージュ
第１回 石鹸を飾ろう
日時：４月２８日（木）１０:３０～１２:００
第２回 巾着に挑戦しよう
日時：５月１２日（木）１０:３０～１２:００
第３回 植木鉢のデコパージュ
日時：５月２６日（木）１０:３０～１２:００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：飯塚 さつき さん

■講座２／
講座２／初めての楽ちん体操～ゆるゆるストレッチ～
初めての楽ちん体操～ゆるゆるストレッチ～
第１回 呼吸法と姿勢で若返り
日時：６月１３日（月）１０:３０～１２:００
第２回 ダイエットにつながるインナーマッスルを使う
日時：６月２０日（月）１０:３０～１２:００
第３回 肩・腰を軽く楽ちんに
日時：６月２７日（月）１０:３０～１２:００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：小泉 純代 さん

■講座４／
講座４／あったかい絵手紙をかこう
第１回 へたでいい へたがいい、季節の野菜
日時：１１月１１日（金）１３:３０～１５:００
第２回 いきいきいのちをかいて元気を届ける
日時：１１月１８日（金）１３:３０～１５:００
第３回 ありがとうを伝える絵手紙と年賀状
日時：１１月２５日（金）１３:３０～１５:００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：仁藤 順子 さん

■講座５
■講座５／子育てママさんの骨盤体操とストレッチ
子育てママさんの骨盤体操とストレッチ
（子ども同伴可）
第１回 呼吸法と姿勢
日時：平成２９年１月２３日（月）１０:３０～１２:００
第２回 骨盤と筋力の左右差
日時：平成２９年１月３０日（月）１０:３０～１２:００
第３回 肩・腰のほぐし
日時：平成２９年２月６日（月）１０:３０～１２:００
会場：石狩市公民館 第３研修室
講師：小泉 純代 さん

■講座３
■講座３／家庭で
家庭で役立つ電気の話
第１回 家庭で使う電気の基本
日時：８月８日（月）１０:３０～１２:００
第２回 電力の流れと自由化
日時：８月２２日（月）１０:３０～１２:００
第３回 家庭の電気製品と最近の先端技術
日時：９月５日（月）１０:３０～１２:００
会場：石狩市公民館 視聴覚室
講師：佐藤 孝 さん

・いしかり市民カレッジ主催講座は道民カレッジの連携講座です。
・講座のテーマは、今後変更することがあります。
・講座の開講日時や会場などの詳細は、市広報、あい風通信、
ホームページ、ポスター等でお知らせします。

◆ お申込・お問合せ先 ◆
いしかり市 民 カレッジ 運 営 委 員 会
〒061-3216 石狩市花川北６条１丁目４２ 石狩市公民館内

Tel & Fax 0133-74-2249
E-mail：kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

