
令和５(2023)年度 講座案内
◆主催講座

◆まちの先生企画講座

■講座３／世界遺産となったキウス周堤墓群を訪ねる

第１回 キウス周堤墓群はなぜ世界文化遺産となったか

日時：６月１日（木）１０：３０～１２：００

講師：千歳市埋蔵文化財センター職員 和田 由希絵

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第２回 世界遺産となったキウス周堤墓群を訪ねる

日時：６月７日（水）８：３０～１７：００

見学場所：キウス周堤墓群、美々貝塚、千歳市埋蔵文化財セ

ンター

集合場所：石狩市民図書館

■講座２／「おいしい」は元気の素～くたびれないご飯づくり

第１回 食材を無駄なく使うヒント

日時：７月１３日（木）１０：３０～１２：３０

第２回 道産の食材を使って栄養満点ごはん

日時：８月３１日（木）１０：３０～１２：３０

第３回 かぶせておくだけ！ふっくら保温調理～鍋帽子
®
を使って

日時：９月２１日（木）１０：３０～１２：３０

講師：札幌第三友の会 高木 弘子

会場：石狩市花川北コミュニティセンター 調理室

■講座５／榎本武揚～科学技術者にして明治近代化の万能人～

第１回 科学技術者としての活躍

日時：令和６年２月２７日（火）１０：３０～１２：0０

第２回 明治近代化を支えた万能人

日時：令和６年３月５日（火）１０：３０～１２：３０

第３回 榎本武揚の生い立ちと生き様

日時：令和６年３月１２日（火）１０：３０～１２：３０

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

講師：いしかり市民カレッジ運営委員 徳田 昌生

■講座４／ミツバチとハチミツを学ぶ～ハチミツから見える石
狩の自然～

第１回 ハチと花。そしてハチミツ

日時：１１月３０日（木）１０：３０～１２：００

第２回 ミツバチの生態とその生産物のこと

日時：１２月７日（木）１０：３０～１２：００

第３回 現代養蜂とハチミツの品質

日時：１２月１４日（木）１０：３０～１２：００

講師：尾形 優子

会場：石狩市民図書館 視聴覚室

■講座２／石狩川治水の歴史

第１回 岡崎文吉とその事績について

日時：４月２７日（木）１０：３０～１２：００

講師：北海道産業考古学会会長 山田 大隆

第２回 石狩川治水について

日時：５月１１日（木）１０：３０～１２：００

講師：石狩川河川事務所職員

場所：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 事績の残る茨戸川周辺を廻る（見学学習）

日時：５月２５日（木）９：００～１２：３０

講師：石狩川治水遺産研究会事務局長 安田 秀司

見学場所：茨戸川左岸ふれあい護岸、川の博物館など

集合場所：石狩市民図書館

◆ お申込・お問合せ先 ◆

いしかり 市民カ レッジ 運営委員 会事務 局
〒061-3216
石狩市花川北７条１丁目２６ 石狩市民図書館内社会教育課

Tel & Fax ０１３３－７４－２２４９

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・ 講師の都合等により講座の開講日やテーマ及びバス講座の日程については、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。

○ 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

○ 見学学習の集合場所 ・ まちの先生企画講座開講会場
石 狩 市 民 図 書 館 石狩市花川北７条１丁目２６ ☎ 0133-74-2249

○ 石狩市花川北コミュニティセンターへのアクセス
地下鉄麻生駅より【中央バス】１番のりば

路線名：花畔団地線「１４」「麻１３」「麻１４」

バス停留所：｢地下鉄麻生駅｣より｢花川北３条１丁目｣まで

所要時間：約２５分

いしかり市民カレッジ 検索

■講座１／家庭菜園で美味しい野菜を作るこつ

第１回 家庭菜園のポイント「輪作と施肥について」

日時：４月２１日（金）１０：３０～１２：００

第２回 家庭菜園のポイント「定植、播種と栽培管理について」

日時：５月１９日（金）１０：３０～１２：００

第３回 家庭菜園のポイント「収穫と今後の管理について」

日時：６月１６日（金）１０：３０～１２：００

講師：大道技術士事務所代表、元拓殖大学北海道短期大学教授

大道 雅之

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座７／アイヌ文化を旅する
第１回 私はアイヌ
日時：８月２３日（水） １０：３０～１２：００
講師：関根 摩耶（アイヌ文化アドバイザー）
会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第２回 ウポポイ（民族共生象徴空間）を訪ねる
日時：９月１５日（金） ８：００～１７：３０ 予定
見学場所：ウポポイ（民族共生象徴空間）
集合場所：石狩市民図書館

■講座５／新北海道遊里史考

第１回 遊里とは？国内外の娼婦の歴史を紐解く

日時：６月２４日（土） １０：３０～１２：００
第２回 薄野遊郭から北海道開拓使の裏面を見る
日時：７月１日（土） １０：３０～１２：００

第３回 箱館から道東へ、ある妓楼一族の足跡を辿る
日時：７月 8 日（土） １０：３０～１２：００

講師：民衆史研究家 石川 圭子

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座６／地球温暖化とＣＯ2 地中貯留の取り組み

第１回 地球温暖化と二酸化炭素

日時：７月２５日（火）１０：３０～１２：００

講師：北海道大学名誉教授 徳田 昌生

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第２回 二酸化炭素の地中貯留実証試験の実際

日時：８月８日（火）８：００～１７：３０ 予定

見学場所：苫小牧市（日本ＣＣＳ調査株式会社、株式会社Ｊ

ファーム苫小牧工場）

集合場所：石狩市民図書館

■講座９／石狩市の近現代史を学ぼう
第１回 開拓使の設置による明治及び大正時代の出来事

日時：９月５日（火）１０：３０～１２：００

第２回 戦争に巻き込まれた昭和、平成、令和の発展時代

日時：９月１２日（火）１０：３０～１２：００

第３回 発展する石狩市の未来と今後の展望

日時：９月１９日（火）１０：３0～１２：００

講師：石狩市教育委員会文化財課主任 工藤 義衛

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座８／石狩歴史散歩～厚田地区・浜益地区の石

狩歴史遺産を訪ね歩く～
第１回 厚田の歴史遺産巡り

日時：９月２日（土）９：００～１６：００ 予定

第２回 浜益の歴史遺産巡り

日時：９月９日（土）９：００～１７：００ 予定

講師：石狩市郷土研究会事務局次長 安田 秀司

集合場所：石狩市民図書館

■講座１０／北海道の神社を知る
第 1 回 北海道の神社について

日時：９月２９日（金）13：30～15：00

第２回 北海道の神社・祠・石碑の調査・研究について

日時：１０月６日（金）13：30～15：00

講師：國學院大學北海道短期大学部准教授 森 悟朗

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座４／石狩市を取り巻く地震・津波環境と防災

第１回 石狩市とその周辺で発生した地震・津波の歴史

日時：６月２２日（木）１０：３０～１２：００ 予定

第２回 地震・津波災害に備える

日時：７月６日（木）１０：３０～１２：００ 予定

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 見学学習

日時：7 月２０日（木）８：0０～１8：００ 予定
見学場所：未定

集合場所：石狩市民図書館
講師：北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネル

ギー・環境・地質研究所主査 廣瀬 亘

■講座１１／ラッコと鯨が招いた日本開国史
第１回 ロシアのラッコ猟問題から始まった日本開国史（その１）

日時：１１月４日（土）１０：３０～１２：００

第２回 ロシアのラッコ猟問題から始まった日本開国史（その２）

日時：１１月１１日（土）１０：００～１１：３０

第３回 アメリカ捕鯨船の難破問題から始まった日本開国史（その１）

日時：１１月１８日（土）１０：３０～１２：００

第４回 アメリカ捕鯨船の難破問題から始まった日本開国史（その２）

日時：１１月２５日（土）１０：３０～１２：００

講師：北海道史研究家、ノンフィクション作家 森山 祐吾
場所：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座１２／北海道の水産と漁村
第１回 北海道漁業の動向と生産安定に向けた取り組み

日時： 未定 １０：３０～１２：００

第２回 水産物の消費流通動向と北海道漁業の未来

日時： 未定 １０：３０～１２：００

講師：北海道水産林務部職員

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

第３回 漁業関連施設見学

日時： 未定

集合場所：石狩市民図書館

■講座１／筆ペンで味のある文字を描こう
第１回 筆ペンに慣れよう

日時：６月１３日（火）１０：３０～１２：００

第２回 筆ペンで漢字にチャレンジ

日時：６月２０日（火）１０：３０～１２：００

第３回 筆ペンでお地蔵様を描こう

日時：６月２７日（火）１０：３０～１２：００

講師：安井 由美子

会場：石狩市民図書館 視聴覚室

■開校１５周年記念特別講座
江戸期から明治期における石狩の歴史について知ろう

～村山家の資料をとおして～

日時：１０月２４日（火）１０：３０～１２：００

講師：石狩市郷土研究会会長 村山 耀一

会場：石狩市花川北コミュニティセンター

■講座３／自分だけのハンドメイド雑貨
第１回 壁掛けドライフラワー

日時：１１月７日（火）10：30～12：00

第２回 手縫いで作る三角鍋つかみ

日時：１１月２１日（火）10：30～12：00

講師：桒重 眞弓

会場：石狩市民図書館 視聴覚室


