
 
 

ご 挨 拶 ～より良い講座の提供をめざして～ 
         いしかり市民カレッジ運営委員会 運営委員長 林  一 元 

皆様には日頃「いしかり市民カレッジ」をご支援いただき誠にありがとうござい

ます。来年度は開校 10 周年の節目の年を迎えようとしております。平成 28 年度の

受講者総数は 1,863 人と近年増加傾向にあり、これは正に皆様の熱き向学心と当カ

レッジに対するご理解ご支援の結果の現われでございます。改めて心から感謝申し

上げます。 

さて、このたび石井滋朗前運営委員長の後任として運営委員長に就任いたしまし

た。過重なる責任と感じておりますが、スタッフ一同と共に皆様のご期待に応えら

れますよう、より良き講座提供に努めてまいります。今後とも変わらぬご支援ご協

力よろしくお願い申し上げます。 

末尾になりますが、皆様にはお躰ご自愛され、お元気で過ごされますようお祈り

申し上げます。 

  

   
講座７ 石狩歴史散歩       講師：石狩市郷土史研究会会長 村山耀一 氏 
 道央では最も古く 300年以上の歴史を持つ石狩の今日までの歩みを先人が残した多くの碑（いしぶみ） 

や歴史の痕跡をバスで訪ね歩いて学びます。第 1 回は南線・樽川地区と了恵寺（宝物館展示物鑑賞）、

第 2回目の浜益地区では、はまます郷土資料館の見学や庄内藩陣屋跡の内部を散策します。 

講座８ 自然を楽しもう ～ガーデニングと自然環境～  案内：恵庭市観光ボランティアガイド 

 多くの観光客が見学する恵庭市恵み野地区の地域が一体となって運営するガーデニングは、オープン

ガーデニングとして、全道的にも知られています。さらに、同じ恵庭市のえこりん村（自然環境を守る）

は、自然を生かした庭園や牧場など、多くの魅力ある美しさがあります。講座では、作られた花の美し

さと自然の美しさを学びます。  

講座 9 私たちの生活用水    講師：石狩市建設水道部課長 岡田祥治 氏・清野肇 氏 
どのように安価で安全な水道水が安定的に作られ供給されているのでしょうか。また生活排水は下水

道で集められ、下水処理によってきれいな水にして下流に放流していますが、水再生システムについて

の仕組みはどうなっているのでしょう。第 1回目にこれらについて座学講座で学習し、第 2回目にはバ

スで当別ダム、当別浄水場、札幌市下水道科学館、創成川水再生プラザへ行き現地で見学学習します。 

講座 10 石狩の農業はどう変わってきたか   講師：生振在住農業経営 吉田隆義 氏 

石狩の農業は明治 4年、本州からの入植者によりはじまりました。砂地と泥炭、洪水という石狩の悪

条件と戦いながら先人の方々は石狩農業の基礎を築きました。本講座の 1回 

目は生振を中心に石狩の農業の歩みを語っていただき、２回目は現在の農業 

の姿を「とれのさと」や主な農家を訪ねてその現状を見聞したいと思います。 

講座 11 温泉をもっと知ろう！ 
講師：北海道立総合研究機構地質研究所資源環境部主査 鈴木隆広 氏 

第１回 温泉学入門 1：温泉のメカニズム、北海道の温泉、浴用以外の温泉 

利用の話などその概要を学びます。 

第２回 温泉学入門 2：浴用施設の温泉分析表や効能表の見方を学ぶと共に、 

道内各地の温泉水を使って、その違いの比較実験（体験）を行います。 

第３回 温泉に入ろう！：定山渓温泉では源泉の湧出口見学や開湯 150年に 

至る歴史講話聴講、浴用施設での入浴と五感をフルに使っての温泉体験です。 

 

 

（６月２６日現在） 

○登 録 者～１８８人 

○連携団体～１０７団体 
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 ７月～ 1 0 月の主催講座 
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第９回 連携団体連絡協議会を開催 

6 月 22 日(木)、第 9 回連絡協議会(～よりよい講座づくりをす

るために～)を石狩市公民館で行いました。参加者は、8 連携団

体と市民カレッジの運営委員 11名。 

石狩浜海浜植物保護センター・高橋恵美技師の講座づくりと

問題点についての事例発表後、４グループに分かれ、受講し易

い講座づくりと団体運営の問題点について討議。その後、それ

ぞれグループごとにその結果を発表して頂き、市民のニーズに

合う参加しやすい講座づくりにどの団体も苦労されているようで

す。今後の講座企画に活かして頂けければ幸いです。 

                    

スキルアップ ‼  まちの先生企画講座  

講座２ 「物語とアロマテラピー」～文学作品をイメージした香りを創ろう～ 

講師：杉浦 愛さん（ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラクター） 

日程 第 1回 時をかける少女～ラベンダーの香りにいざなわれて 7月 15日（土） 

第 2回 ルパン対ホームズ～怪盗紳士と名探偵の香り対決  8月 19日（土） 

第 3回 阿寒に果つ～18歳の少女画家が遺した香り      9月 09日（土） 

講座３ 「自分のパソコンを使いこなそう！」    講師：松尾りつこさん 

パソコンの中を整理して使いやすいように変更します。Windows8、8.1、10 の使い方を学び、ＵＳＢ

メモリーなどで外部データを取り込んで画像を入れたワード文書を作成します。 

① パソコンの中を見てみよう！   7月 24日(月） ② パソコンの中を整理しよう！ 7月 31日(月) 

③ 個人設定とプログラムを知ろう！8月 7日(月)  ④ 復習＆ワンポイントレッスン 8月 14日(月) 

 

情報交流広場展を開催！ 
 5月 8日(月)から 5月 29日(月)まで、かでる 2.7・9階の 

まなびの広場で「いしかり市民カレッジ展」を開催しました。 

カレッジの仕組みや平成 29年度開催講座一覧、平成 28年度 

開催講座風景など「いしかり市民カレッジ」がまるごと分か 

るように展示しました。 

近年は道民カレッジの手帳をお持ちの受講者も増えていま 

すが、さらに多くの近隣地域の方々に「いしかり市民カレッ 

ジ」を知ってもらう機会になれば、と願っています。 

      

 ◆講座２「続・北前船ものがたり」 

・小樽・後志地方の北前船との関わりが良く分かった。石狩市の厚田、浜益についても調査、

紹介をお願いします。・元館長さんの熱意あふれる現地での説明は「もっと学びたい」の気持

ちを大いに奮い立たせられるものばかりで、目からウロコがたくさん落ちました。北前船につ

いて山ほどの知識をいただき北海道の歴史が身近になりました。「続・続北前船」と続けてほ

しい。番屋での鰊尽くし昼食も美味でした。 

◆講座３「菅井貴子さんの気象学講座」 

・大変分かり易く魅力ある話で感動しました。北海道の良さを教えて下さり、北海道を愛して

下さって有難う。大変楽しく為になる講座で、私たちの生き方は気象に左右されることを痛感

しました。・天気予報の見方が豊かになった感じです。気象学の豊かさ、楽しさに触れ大満足

でした。・私は中２ですが、とても分かりやすく聞きやすい説明で天気のことを全く知らなく

ても楽しんで受講できました。（屯田北中学校の生徒さん 7人が参加してくださいました。） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

 

夏季交流会に参加しましょう‼ （詳細は同封のチラシにて確認ください） 
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石狩浜にあった幻の「石狩海浜ホテル」           

         ～ 空 襲 で 焼 失 し て 7 2 年 ～    村 山 耀 一        

 戦前の石狩は夏の海水浴や秋のサケ漁の時期に、札幌や江別、小樽からも船

運を利用して遊覧客が大勢訪れていました。この観光客を目当てに石狩海浜ホ 

テル建設が進められました。設計は北海道銀行本店や旧北一条教会を手掛けた田上義也です。田上は砂

丘の地形にあわせ巨大な戦艦を横たえたような外観を基本とし、屋上のテラスでは、「夏は籐椅子にも

たれて海風を浴びながら雄大なる風光を展望する」という構想で造られました。ホテルは昭和 12 年 5月

に完成しましたが、戦時中に 

北海道庁の所有となりました。 

昭和 19年、第二健民修練所とし          

て兵役前の青少年の鍛錬の場と 

して使用されたのです。ところ 

が昭和 20年 7月 15日（日）に 

米艦載機の激しい空襲を受け焼 

失。ホテルのテラスから雄大な 

夕日を眺める夢も幻になってし 
まったのです。  

 
              いしかり市民カレッジは平成 21年 4月 23日に開校しましたが、一番最 

初の講座はどんな講座だったか、皆さまは覚えておいででしょうか？ 
開校第 1回目の講座は、石狩を語るならこの人「田中實さんが語る『い

しかり人物語～歴史を彩った人びと』」でした。会場の石狩市民図書館視

聴覚室は、田中さんのお話を聴きたい受講者 70人で溢れ、当日に受講希 

望する方はまったく会場に入れず、ホール壁に講座の映像を写して見て

頂くような状況でした。市民の学ぶ意欲の高さが証明され、市民カレッジの船出が幸先良いものに

なった瞬間でした。開校にはこぎつけたものの、先行きに一抹の不安も感じていた運営委員を大いに

勇気づけてくれました。ちなみにこの講座は、子母澤寛、井上伝蔵（１～２）、豊川アンノラン、村

山伝兵衛をテーマに 5回シリーズで行われました。 

 そして開校初年度となる平成 21年度は、13講座 31回を開催して、1,144人のみなさまに受講頂

き、いしかり市民カレッジは上々のスタートを切りました。          （文：石井滋朗） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ お問合せ  石狩市公民館 
石狩市花川北 6条 1 丁目 42  

TEL：0133-74-2249 FAX：0133-74-2249 

E-mail：kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ：http://www.ishikari-c-college.com/ 

■ 発  行 

いしかり市民カレッジ運営委員会 

 
（焼失前の石狩海浜ホテル） 

市民カレッジ 

こ ぼ れ 話 

年度更新手続きはお済みですか 

いしかり市民カレッジは、カレッジ生の皆さま

の年会費によって運営されています。更新をお忘

れの方は是非継続していただき、本年度もカレッ

ジを支えてくださいますようお願いいたします。 

手続きは、石狩市公民館窓口や講座受講時にも 

受け付けています。 

お問い合わせは事務局（公民館）へ 

☞ 昨年秋、海浜ホテルが

建っていた石狩浜海浜植物保

護センター裏の砂地から、写

真右側の浴室部のタイル張り

で楕円形の浴槽の一部が発見

されたのです。歴史の証しと

して大切に保存されることが

望まれます。 

 

 

チョコっと  
いしかり学 

《１》 

 
 

 

◆あい風通信 33号をお届けいたします。今年度

もご愛読いただけるよう、編集委員一同努力い

たします。よろしくお願いいたします。 

◆新コラム「チョコっといしかり学」の連載を始

めました。石狩の知られざる？様々な話題を掘

り起こして提供したいと考えております。読み

やすい、読んで楽しい機関紙を目指します。 

ご期待ください。（s･s） 
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