■講座１１／ＬＧＢＴへの理解を深める

令和４(2022)年度

講座案内

◆主催 講座
■講座１／石狩遺産を知ろう
第１回 石狩遺産認定までの市民を中心とした活動
日時：４月２８日（木）１０：３０～１２：００
講師：石狩市教育委員会文化財課学芸員 志賀 健司
第２回 石狩遺産第１期１１件の紹介
日時：５月６日（金）１０：３０～１２：００
講師：プロジェクトＭ会長 安田 秀司
会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座３／世界遺産登録となった北海道・北東北の縄
文遺跡群
第１回 世界遺産に認められた縄文遺跡群の価値
日時：５月２４日（火）１０：３０～１２：００
講師：北海道環境生活部縄文世界遺産推進室特別研究員
阿部 千春
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
第２回 縄文遺跡を巡る～北黄金・入江・高砂貝塚～
日時：６月７日（火）８：００～１８：００
見学場所：入江高砂貝塚館（洞爺湖町）、北黄金貝塚（伊達市）
集合場所：旧石狩市公民館

■講座５／石狩歴史散歩
第１回 石狩本町・八幡地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
日時：６月１８日（土） ９：００～１２：３０
第２回 樽川地区の碑と了恵寺宝物館を訪ねて
日時：６月２５日（土） ９：００～１２：３０
集合場所：旧石狩市公民館
講師：石狩市郷土研究会会長 村山 耀一

■講座７／伊達邦直が北海道移住を決め聚富を経て
なぜ当別に至ったか
第１回 伊達邦直と主従一行の当別入植までの苦悩
日時：７月１５日（金） １０：３０～１２：００
講師：石狩市郷土研究会会長 村山 耀一
第２回 小説「石狩川」を題材にした映画「大地の侍」の上映
日時：７月２９日（金） １０：００～１２：００
映写協力：北海道農業企業化研究所（ＨＡＬ財団）
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
第３回 伊達邦直一行聚富への移住そして当別へ
日時：８月９日（火）9：00～１５：００
見学場所：伊達邦直主従北海道移住の地碑（聚富新開地）、
当別神社、当別伊達記念館ほか
集合場所：石狩市民図書館

■講座９／北海道の森林・林業・木材産業の歴史と現状
第１回 北海道の森林・林業・木材産業の歴史
日時：８月３１日（水）１０：３０～１２：００
第２回 北海道の森林・林業・木材産業の現在と未来に向けた
取組み
日時：９月７日（水）１０：３０～１２：００
講師：北海道水産林務部総務課職員（未定）
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
第３回 林産・林業に関する試験場などの見学
日時：９月１３日（火）9：00～１７：００
見学場所：北海道立総合研究機構林業試験場（美唄市）他
集合場所：石狩市民図書館

■講座２／「私たちの身近な野鳥との共生を考える」
～長きにわたる野鳥観察を通じて見えること～
第１回 石狩管内における野鳥観察から見えること
日時：５月１９日（木）１０：３０～１２：００
講師：日本野鳥の会札幌支部長 猿子 正彦
第２回 身近なカラスの生態をもっと知ろう
日時：５月２６日（木）１０：３０～１２：００
講師：ＮＰＯ法人札幌カラス研究会代表理事 中村 眞樹子
場所：石狩市花川北コミュニティセンター
第３回 野外学習 石狩の野鳥を観察しよう
日時：６月２日（木）９：００～１２：００
ガイド：日本野鳥の会札幌支部長 猿子 正彦
観察場所：はまなすの丘公園
集合場所：旧石狩市公民館

第１回 入門編：男女だけでは語れない多様な性～LGBTQ と
は何か～
日時：１０月１０日（月・祝日）１０：３０～１２：００
第２回 探求編：LGBTQ の抱える問題と今後の展望
日時：１１月２０日（日）１０：３０～１２：００
場所：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：ＮＰＯ法人北海道レインボー・リソースセンターＬ-Ｐort
代表理事 中谷 衣里

第１回 北極圏光海底ケーブル敷設計画とは
日時：６月１４日（火）１０：３０～１２：００
第２回 北海道の国際データハブ化と石狩
日時：６月２１日（火）１０：３０～１２：００
第３回 フィンランドと北海道
日時：６月２８日（火）１０：３０～１２：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：北海道大学北極域研究センター助教 ユハ サウナワーラ

■講座６／気象変動と私たちの生活
第１回 気象変動の実態
日時：７月５日（火）１０：３０～１２：００
第２回 気象変動と防災
日時：７月１９日（火）１０：３０～１２：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：気象予報士、防災士
ＵＨＢお天気キャスター 菅井 貴子

第１回 観光のトレンドと石狩市の取組１（仮）
日時：１０月１９日（水）１０：３０～１２：００
第２回 観光のトレンドと石狩市の取組２（仮）
日時：１１月２日（水）１０：３０～１２：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：石狩市企画経済部商工労働観光課観光担当

◆ まちの先生企画講座
■講座１／イチゴを摘んでジャム作り
第１回 旬の苺で手作りジャム作り
日時：６月３０日（木）９：００～１３：００
集合及び会場：石狩市花川北コミュニティセンター
イチゴ摘み：萬年講師宅イチゴ畑
第２回 木苺（ブラックベリー）と青トマトの手作りジャム作り
日時：９月１日（木）１０：００～１３：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター 調理室
講師：萬年 静代

■講座３／タイルクラフト講習会

■講座４／国際データ通信網と北海道

■講座１２／石狩市観光のいま（仮）（受講者提案講座）

第１回 鍋敷きを作ってみよう
日時：１０月２１日（金）１０：３０～１２：３０
第２回 壁飾りを作ってみよう
日時：１１月４日（金）１０：３０～１２：３０
会場：石狩市民図書館
講師：池田 育子

■講座５／生振の今昔話し
第１回 生振の始まり
日時：１１月１８日（金）１３：３０～１５：００
第２回 生振の戦後
日時：１１月２５日（金）１３：３０～１５：００
第３回 その後の生振
日時：１２月９日（金）１３：３０～１５：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：前川 英信

■講座２／石狩の海で拾える宝石～メノウを知ろう
第１回 石狩市の海岸で拾える漂着物
日時：９月３日（土）１０：３０～１２：００
会場：石狩市民図書館
第２回 メノウ採集
日時：９月１７日（土）９：００～１３：００
採取場所：厚田区海岸
集合場所：石狩市民図書館
第３回 メノウ研磨実習
日時：１０月１日（土）１０：３０～１２：００
会場：石狩市民図書館
講師：三戸 裕子

■講座４／初心者向け健康吹矢
第１回 吹矢ってなあに？
日時：１１月８日（火）１０：３０～１２：００
第２回 基本の動作
日時：１１月１５日（火）１０：３０～１２：００
第３回 吹矢のための呼吸法
日時：１１月２２日（火）１０：３０～１２：００
第４回 集中練習
日時：１１月２９日（火）１０：３０～１２：００
第 5 回 総仕上げ
日時：１２月６日（火）１０：３０～１２：００
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：南波 修平

■講座８／変貌する秋鮭漁業環境を生き抜く
第１回 世界のサケマス需給動向と北海道の秋鮭漁業の現状
と課題
日時：８月１９日（金）１０：３０～１２：００
講師：鳥毛 康成（北海道漁業協同組合連合会販売第二部
長）
第２回 石狩の秋鮭とともに～水産加工・販売６０余年の取り組み
日時：８月２４日（水）１０：３０～１２：００
講師：佐藤水産㈱名誉副会長最高技術顧問 太田 善晴
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
第３回 漁協、ふ化放流施設の見学
日時：９月２７日（火）８：３０～１７：００
見学場所：石狩湾漁業協同組合、千歳さけますの森サケマ
ス情報館ほか
集合場所：石狩市民図書館

■講座１０／水惑星の起源を探る火星衛星探査計画
ＭＭＸ
日時：8 月下旬～9 月上旬予定
会場：石狩市花川北コミュニティセンター
講師：北海道大学理学部・大学院理学研究院教授 倉本

圭

・ 講師の都合等により講座の開講日やテーマについて、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。
○ 講座開講会場・ まちの先生企画講座開講会場
石狩市花川北コミュニティセンター 石狩市花川北３条２丁目１９８

☎ 0133-74-6525

○ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ集合場所 ・ まちの先生企画講座開講会場
旧 石 狩 市 公 民 館
石狩市花川北６条１丁目４２
石 狩 市 民 図 書 館
石狩市花川北７条１丁目２６

☎ 0133-74-2249（令和４年７月まで）
☎ 0133-74-2249（令和４年８月より）

○ 石狩市花川北コミュニティセンターへのアクセス【中央バス】
地下鉄麻生駅より１番のりば 花畔団地線「麻 13」「麻 14」
バス停留所：｢地下鉄麻生駅｣より所要時間：約 35 分｢花川北 3 条
1 丁目｣下車 5 分
〇 旧石狩市公民館及び石狩市民図書館へのアクセス【中央バス】
地下鉄麻布駅 1 番のりば「麻 13」「麻 14」、2 番のりば「麻 15」「麻
16」、3 番のりば「麻 08」「麻 17」に乗車、「石狩庁舎前」バス停下車
5分

◆ お申込・お問合せ先 ◆
※事務局が７月(予定)に下記の場所に移転します。
いしかり市民カレッジ運営委員会事務局
〒061-3217 石狩市花川北 7 条 1 丁目 26 社会教育課内

Tel & Fax
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

０１３３－７４－２２４９
いしかり市民カレッジ

検索

