応援します、生涯学習 － ふえる知識と仲間の輪
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（学びのスタンプ通算 46 号）

新年あけましておめでとうございます
〖安 寧〗

いしかり市民カレッジ運営委員長 林 一元

昨年、安全安心と思われていた「北の大地」は天候不順・大地震に遭遇いたしました。
かつて天変地異が起きますと、世の安寧を願って、その年号を変える慣わしがあったと
言われています。奇しくも今年は新たな年号に変わりますが、今年が安寧な年でありま
すよう共に願いながら、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。今後もより良き講
座提供に努めてまいりますので、変わらぬご支援よろしくお願いいたします。

いしかり市民カレッジは、みなさまに支えられて開校 10 周年を迎えることが出来ました。記念事業の第 1
弾として、平成 30 年５月に寺島実郎氏を迎えて記念講演を行いました。第２弾として、この２月２日(土)に
記念講座、２月 16 日(土)には特別講座、記念式典(表彰式・修了証授与式)、祝賀会を下記により行います。
多くのカレッジ生や市民のみなさまに参加していただきますようご案内いたします。

「市民とあゆむ〜市長 20 年を振り返って〜」
市民第一の行政や石狩湾新港の発展、石狩の
課題と明るい未来などについてお話します。
【日時】平成 31 年２月 16 日(土)
【会場】花川北コミュニティセンター
【講師】田岡 克介
（市民カレッジ学長、石狩市長）
【参加費】無料（要事前申込）［学びのスタンプ対象］
【申込締切】1 月 31 日(木)

記念行事日程
～２月１６日(土)～
◎花川北コミュニティセンター
1 階ホール

◇ 特別講座 15:00～16:30
◎市民プール２階ホール

◇ 記念式典 17:30～18:00
・表彰式・修了証授与式

【２月２日(土)】
「明治 4 年、私塾からはじまった石狩小学校
〜八幡小学校との統合を前にして〜」

◇ 祝 賀 会 18:30～20:00
・参加費 2,000 円

石狩小学校 147 年の歩みの中から特色ある史実などにつ
◇申込締切 １月 31 日(木)
いてお話します。
【日時】平成 31 年２月２日(土) 10：30〜12：00
市民カレッジデータ
（開始 10 分間は 「市民カレッジ 10 年の歩み」を紹介します)
（１２月２０日現在）
【会場】花川北コミュニティセンター
○登 録 者 ～207 人
【講師】村山 耀一
○連携団体～10８団体
（石狩市郷土研究会会長、いしかり市民カレッジ運営委員）
【受講料】カレッジ生 400 円・一般 500 円［学びのスタンプ対象］
ータ
【申込締切】1 月 18 日(金)
________________________________________

【上記両講座の申込先】 石狩市公民館
（Tel & Fax 0133-74-2249）
ＨＰ検索 →「いしかり市民カレッジ」

ロゴ制作者
丸山英里子さん
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平成 30 年度 今後の講座を紹介します
主催講座８

北朝鮮を考える～現状と今後の展望

９月６日の地震により延期になっていました講座８の第２回を行います。
日時：２月９日(土) 10:30～12:00
申込締切：1 月 24 日(木)
場所：花川北コミュニティセンター
講師：北海道新聞報道センター、元ソウル特派員 松本 創一 氏
内容：北朝鮮の核開発問題と今後の日本への対応
いまだ先が見えない北朝鮮情勢について、その歴史や国民生活の現状・アメリカのトランプ政権とのかか
わり、今後の北朝鮮や日本への対応など北朝鮮を取り巻く現状を学びます。

まちの先生企画講座４ 実践パソコン講座 ～ワードとエクセルをマスターしよう～
第１回 ワードの基本操作

１月 17 日(木)

第２回 画像の挿入他

１月 24 日(木)

第３回 エクセルの基本操作・名簿作成 １月 31 日(木)
第 4 回 計算式の設定

２月７日(木)

場 所 石狩市公民館

時 間 13:30～15:00

申し訳ございませんが、申込
受付は終了しました。

講 師 いしかり市民カレッジ運営委員 石井 滋朗さん 勝木 敏一さん

平成 31 年度まちの先生 応募講師への説明会
まちの先生企画講座は、市民の方がご自分の知識や技術を活かして自ら講座を開催するもので、どなた
でも講師になれます。例年 11 月に次年度の講座開催希望講師を募集し、応募された講師へは説明会を開
催していますが、今年は 11 月 19 日(月)に石狩市公民館で行いました。説明会では、提案された講座の企
画趣旨について講師からお話を聞き、市民カレッジから
まちの先生に対する考え方をお話して、より良い講座づ
くりを目指しています。
今年応募された講師は 3 名で、テーマは、「健康マー
ジャンで脳トレ！」「北海道の歴代長官の業績から我が
郷土の歴史を知ろう」「大人のための絵本セラピー」で
した。いずれも従来とは一味違う新しいテーマで、どん
な講座になるのか楽しみです。どうかご期待下さい。

次年度更新手続きのお願い
～年度会費は 4 月末日までに～
2019 年度もカレッジ生の皆様の期待に応えるべ
く内容の充実した講座を企画中です。引き続きサポー
トして頂きますよう宜しくお願いいたします。
◆更新手続きは年会費 1,000 円を添えて下記へ！
①石狩市公民館受付 ②主催講座の会場受付
③公民館まつり会場 ④ゆうちょ銀行振込
◆お問い合わせ先 石狩市公民館(事務局)
☎ ０１３３－７２－２１２９

お誘いください、新しい仲間を ‼
～今なら新規入学に特典あり～
次年度(４月)からのカレッジ生を募集しています。
今、新規加入するとその時点からカレッジ生としての
特典を受けることが出来ます。
①2019 年度会費 1,000 円（1～3 月講座も有効）
②学びの手帳交付、スタンプ押印
③受講料 400 円(一般 500 円)
（残り講座 : 1 月 1 講座 3 回、2 月 4 講座４回）

30 年度会費を振り込まれて、まだシールを受け取っていない方がいらっしゃいましたら
お手数をおかけしますが、石狩市公民館（市民カレッジ事務局）へご連絡ください。

ICC３９号

受 講 者 の 声

講座終了時に受講者の皆さんからいただいた
感想・ご意見を要約して紹介します

講座９ 続々・北海道１５０年物語～開拓に大きく貢献した人々～
第１回「島義勇、松浦武四郎を中心に、普段聞くことのできない歴史の裏話？等本当に貴重な話しでし
た。正にノンフイクションの世界を味わった思いです」第２回「松本十郎の多彩な人生を知りました。実
力もあり立派な人格者です。開拓使時代の活躍は十分理解していましたが、その他の歴史事項も非常に参
考になりました」第３回「今日の講座で黒澤酉蔵の生涯を知ることができました。三愛精神・健土健民・
建学の精神、誠に立派であります。『北海道酪農の原点は黒澤にあり』と私は思いました」

講座 11

晩秋の中島公園～豊平館と八窓庵

「秋の中島公園も良かったです。なかなか足を向けられなかった文学館、父の本棚にあった懐かしい本に
も出会い、残された人生を少しでも北海道の文学に触れたい思いを持ちました。小学校の修学旅行の豊平
館がここに移築される前のものだったことにも感慨深いものがありました。八窓庵も本物の佇まいに感動。
ありがとうございました」

講座 12「続・サイエンス教室〜実験で身のまわりの不思議をさぐる〜」
第 1 回［カイロなど］〜「やはり実験は良いですね」「中学生以来の化学実験だったので、とてもおもし
ろかったです。普段何も考えずに使用していましたが、今回原理を知ることができてとても良かったで
す」；第 2 回［バター］〜「子供の頃のことが思い出します。楽しい実験、おもしろかったです」「バター
のできる瞬間は楽しかった。子供（孫）にも教えていきたい」；第 3 回［磁石］〜「中学生に帰ったよう
でとても良い気分です。磁力線の魅力に驚きました。美術品の様な幾何模様がまたすばらしい。久し振り
楽しい勉強をしました」「３回とも昔やった実験を思い出し改めて勉強になりました。また来年もお願い
します」

まちの先生企画講座１「身近なものを素敵に変身させよう！～小物つくり～」
「今日は有難うございました。作る事が好きでへたですが皆様と会えて楽しく出来て良かったです。あせ
りもありましたが、世界にひとつの作品なので！来週も楽しみです」「手が不器用な私が小物づくりに 3
回参加させてもらい、大変満足感があり、11 月も申し込んでしまいました。指導者の先生も親しみやす
く、とにかく楽しくつくらせていただき、感謝しております。ありがとうございました。ストラップは大
変苦労しましたが、何とかできました」

まちの先生企画講座２「今日から達筆になろう」
「大変おもしろくためになりました。これからも文字を書く事に意識して暮らしていきたいです。筆ペン
は楽しいですね。自分の名前・住所、数字、これだけきれいに書けたら自信になります」「字体の法則な
どわかりやすいです。短い時間にたくさんの事を教えて下さり先生がご苦労されていてとても感謝してい
ます。私の住所、氏名のお手本作って下さりありがたいです」「楽しく有意義な時間でした。バタバタあ
わただしい日々の中、ちょっとだけ字を書くことを意識できました。毎日筆を持つこと・・・できるかな」

まちの先生企画講座３「お雛様と吊るし飾り」
「可愛いおヒナ様が出来上がりました。昔、子育てをしていた頃を思い出し乍らの楽しいひとときを(汗
だくになりつつも)過ごせました事、感謝致します。ありがとうございました」「3 回の講習会、分かりや
すく楽しく作業をする事が出来ました。早速、娘、孫に作ってあげようと思います。ありがとうございま
した」「年齢にふさわしく？手が思うように動かず先生に申し訳なく思います。申し訳ないとは思います
が、又次のこともお願い申し上げます」
「可愛らしい吊るし飾りが完成しました。楽しく小物作りが出来、
皆さんとも和やかに・・。先生、お手を煩わせてすみません。ありがとうございました」
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能量寺境内の句碑

いしかり学
≪７≫

～ 鮭 の 魚 飯 ～
村 山

耀 一

本町地区の入口にある能量寺は浄土真宗大谷派の寺院で創立は安政５年（1858）とされています。この
お寺の境内の中心に自然石で作られた石碑が柳とオンコに挟まれて落ち着きのある感じで立っています。
この碑は昭和 25 年（1950）7 月 20 日に建立されたもので、正面の碑文には「石狩は鮭の魚飯に名残あり」
と刻まれています。
むようですが、明治期の石狩で
活躍した漁業家井尻家の 4 代目
にあたる井尻正二氏（古生物学
者・科学作家）の著書『石狩湾』
によると、「魚飯とは、大きく、
厚く切って焼いた鮭の身をほぐ
して布巾で固くしぼり、そぼろ
のようにしたものをご飯にの
せ、さらにネギとノリなどの薬
味をのせ、濃い目のおすましを
かけて食べるもの」と記録して
います。
一度試してみてはいかがで
しょうか。

この句の作者は東本願寺第二十
三世管長大谷句仏（大谷光演）で
俳人としても有名な方です。
同氏は昭和２年と３年に北海道布
教のため来道して能量寺を根拠地
として布教活動をしました。
活動を終え石狩を去る時に能量寺
に残した句を、後に句碑として建
立したものです。
鮭の歴史の町石狩にふさわしい
一句だと思います。句に詠まれて
いる「魚飯」は「ぎょはん」と読

訂正とお詫び ◇ 前 38 号、「石狩の歴史を見守る手稲山」の文中、山頂までのロープウェイが
現在も運行されているかのような表現がありましたが、ロープウェイは 2008 年以降運休したままです。
現在はスキーシーズン中、エイトゴンドラが運行されています。訂正してお詫びいたします。

第 19 回修了証授与式は 記念式典で
申請は 1 月 31 日(木)までに事務局へ
30 年度の修了証授与式は、2 月 16 日(土)の記念式典の中で
行います。ご自分の「学びの記録」手帳でスタンプ数を確認
され、一定数に達している方は手帳の巻末にある「申請書」
をカレッジ事務局(公民館)へ提出してください。田岡学長よ
り素晴らしい修了証が授与されます。申請時、授与式および
祝賀会への出欠についてもお知らせください。

カレッジ新年交流会は祝賀会に替えて
例年行っていた新年交流会は、10 周年記念祝賀会(２月 16
日)に替えさせていただきます。楽しみにしていたみなさん、
是非祝賀会へ参加してください。

■ 発

行

いしかり市民カレッジ運営委員会

編 集 後 記
「石狩歴史散歩」という講座に、早朝 5
時に旭川を発って参加された受講者の
方がいらっしゃいました。感激しまし
た。石狩市民はもとより、近隣地域の多
くの皆様に支えられて当カレッジが 10
周年を迎えられたのだと強く感じてい
るところです。
あい風通信は、講座を中心にカレッ
ジの情報を発信して参りましたが、今
後も一層皆様に愛される『情報紙』とな
るよう心掛けて参ります（S.S）

■ 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/

