
「あい風通信　～お知らせ版～」

問合せ：いしかり市民カレッジ運営委員会事務局（市公民館内）℡0133-74-2249

いしかり市民カレッジ主催講座
№ 1

時　間 10時30分～12時

申込期限 11/15（金）

参加費 受講料500円　カレッジ生400円

対象・定員 ―

74・2249　 FAX 74・2249 HP：URL http://ishikari-c-college.com/

10・11月には、次の「主催講座」も開催されます。

受講申し込みされた方はお忘れなく。

《講座10》「石狩における明治・大正期の輸送の歴史とその時代背景」

　　①10/1（火）　②10/8（火）10時30分～12時　花川北コミュニティセンター

《講座11》「北海道の美術を学ぶ旅～木田金次郎の岩内を訪ねて～」

　　①10/16（水）8時30分～17時30分　ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ

《講座12》「新渡戸稲造の世界」

　　①10/23（水） ②11/6（水） ③11/20（水）

　　　　　　　10時30分～12時　花川北コミュニティセンター

まちの先生企画講座
№ 1

時　間 14時～15時30分

申込期限 10/15（火）

参加費 受講料1,500円　カレッジ生1,200円 （全3回分）

対象・定員
各15人（最少催行人数10人・申込多数時カレッジ
生優先の抽選）※受講は3回を通して受講できる
方

74・2249　 FAX 74・2249 HP：URL http://ishikari-c-college.com/

いしかり市民カレッジ講座（令和元年10月～）

いしかり市民カレッジ運営委員会（市公民館内）
（平日9時～17時）

電　話

講座１３「食と健康の関わりを考える」

内　容
食べることは日々の積み重ねです。これまでに明らかになっている食と健康の関係について学ぶとともに、健康
情報の読み解き方を考えます。
講師：北海道大学大学院医学研究院 教授 玉腰暁子

開催日 11/29（金）

集合場所 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

電　話

講座３「おいしい珈琲教室」

内　容

日頃何気なく飲んでいる珈琲も品質がいかに大切かを知るだけで、よりおいしい物を選択できるようになります。
上質な珈琲はどのようにして抽出すべきか、実際に飲み比べながらその本質に迫ります。
①基本知識①～基本産地2品種飲み比べ
②基本知識②～同じ産地品飲み比べ
③抽出応用編～焙煎の違う3品種飲み比べ
講師：徳光珈琲　徳光康宏

開催日 ①10/29（火）　②11/12（火）　③11/26（火）

集合場所 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

いしかり市民カレッジ運営委員会（市公民館内）
（平日9時～17時）



№ 1

時　間 14時～16時

申込期限 10/3（木）

参加費 無料

対象・定員
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）・30人
（申込順）

72･3269 FAX ― Eメール k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 2

時　間 10時30分～12時

申込方法 申込不要

参加費
月2回500円（1回のみの参加、見学可）
持ち物：底の平らな上靴

対象・定員 ―

73・5270 FAX ― Eメール ―

№ 3

時　間 10時～12時

申込期限 申込不要

参加費

無料　　持ち物等：歩きやすい靴・服装、飲み物、
タオル、帽子、ポイントカード
※ポイントカードが無い方は、受け付け時に交付
します

対象・定員 ―

72・6123 FAX ― Eメール ―

№ 4

時　間 9時30分～11時

申込期間 10/1（火）9：00～電話で申込み

参加費 500円

対象・定員 各5人（先着順）　持ち物：包丁（3丁まで）、タオル

64･3196 FAX ― Eメール ―

●体育協会「スポレク出前講座」も市民カレッジの連携講座です。

　体育協会職員を派遣して、市民の皆さんの健康体力づくりやコミュニケーションを深めるお手伝いをします。

◆対象　　　　　　市内在住・在勤・在学のおおむね10人以上で構成された団体

◆日時　　　　　　原則月曜～金曜の10時～17時　※祝日除く。1回の指導時間は2時間以内

◆内容　　　　　　スポーツ・レクリエーション、体育実技、フィットネス、ダンスなど

◆費用　　　　　　1時間1,000円　※会場使用料など、講座開催に必要な費用は利用者負担

◆申込方法　　　所定の申込書を希望日の6月前から20日前までに申込書を提出（ファクス・メール可）

◆申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会　電話：64-1220　FAX:64-1222　Eメール：i-sports@crocus.ocn.ne.jp

開催日

電　話

電　話

ウオー９の日イベント　新港中央配水場見学ウオーク

内　容

電　話

家庭で切れなくなった包丁を自分で研ぎ、リサイクルしましょう。

会　場 リサイクルプラザ（新港南1・22）

10月開催の連携講座　　　※受講希望の方は、各団体へ直接お申込みください！

開催日

会　場 学び交流センター（花川北3･3）

申込み/
問合せ

ふまねっとはまなす　斉藤さん

特別トークショー ～石狩の自然を語る～
「珍ヘビ・シロマダラと外来のアズマヒキガエル」

珍しいシロマダラ、外来のアズマヒキガエルの話を含め、石狩の豊かな自然環境に生息する爬虫類・両生類の魅
力に迫ります。

10/6（日）

リサイクルプラザ講座　「包丁とぎ講座」

内　容

電　話

道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚田98・2）
※市役所からバス送迎あり。

申込み/
問合せ

会　場

①10/10(（木）　②10/24（木）

内　容

秋の空気を感じながら約６キロをウオーキングします。工場見学で知識を深めよう。

開催日 10/9（水） ※荒天中止

会　場 りんくる１階ロビー（花川北6・1）集合

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

石狩市　環境保全課

内　容 網を踏まない、ステップを覚える、手拍子を加える複数の課題を同時に行い、楽しく交流できる学習運動です。

ふまねっと健康教室

開催日 10/10（木）・10/11（金）・10/12（土）

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ
※月曜・祝日休館



№ 5

時　間 10時～11時

申込方法 申込不要

参加費
ＡＣＴ会員：300円　　非会員：500円持ち物：上靴・
タオル・飲み物

対象・定員 なし

62・8162 FAX ― Eメール ―

№ 6

時　間 9時～15時　※8時45分集合

申込期限 10/10（木）

参加費
無料　　持ち物：昼食、飲み物、敷物、帽子、上
着、雨具、筆記用具、お持ちの方は双眼鏡（少数
貸し出しあり）運動靴、虫除け対策

対象・定員
小学４年生以上（小学生は保護者同伴）・30人
（申込順）

72･3269 　　 　 FAX ― Eメール k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 7

時　間 9時20分～12時解散予定

申込期間 10/1(火)〜10/11（金）

参加費
無料　　持ち物など：野外を歩ける服装、雨具、飲
み物など

対象・定員 中学生以上・15人(申込順)

62・3711 FAX ― Eメール ―

№ 8

時　間 10時30分～13時

申込期限 10/12（土）

参加費
2,700円程度　　持ち物：使い慣れた包丁、エプロ
ン、三角巾、ふきん・タオル、筆記用具

対象・定員 12人

090・6262・5633 FAX 74・0837 Eメール ―

№ 9

時　間 9時50分～12時30分

申込期限 10/9（水）

参加費 500円　　持ち物：飲み物、筆記用具

対象・定員 10人（申込順）

60-6107 FAX ― Eメール hamanasu@guitar.ocn.ne.jp

●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの連携講座です。

◆問合せ：社会教育課 ℡72-3173

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

花川北中学校前バス停集合～花畔神社解散

花川南コミュニティセンター（花川南6・5）

電　話

秋鮭から新巻きを作ります。新米試食もできます。

いしかり食と農カレッジ　うかたま勉強会③「石狩産秋鮭で新巻きづくり」

内　容

電　話

プロジェクトM石狩遺産ツアー　「防風林の歴史体験ウォークツアー」

◆市のまちづくりや、制度の内容など、いろいろなテーマについて市職員を講師として派遣し、皆さんの学習をお手伝
いします。メニュー表は市内公共施設や市ＨＰから入手できます。

◆申込み方法は、10人以上のグループで、メニュー、開催日時、会場を決め希望日の３週間前までにお申込みくださ
い。（年末年始を除く毎日10時～21時まで開催できます）

申込み/
問合せ

石狩市　環境保全課

いしかり農産物加工グループ連絡協議会
うかたまグループリーダー村上さん

電　話

自然観察会　～秋のあいろーどパークを歩く～

会　場

いしかり海辺の自然塾「石狩浜自然概論」

内　容

市役所駐車場（花川北6・1）集合　※バスで移動

内　容 あいろーどパーク内にあるボクサナイエリアを散策して秋の紅葉を楽しみます。

開催日 10/14（月・祝）

会　場

開催日 10/16（水）

開催日 ①10/12（土）　②10/26（土）

会　場 りんくる（花川北6・1）

申込み/
問合せ

一般社団法人アクト･スポーツプロジェクト

電　話

10/16（水）

会　場

石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48-1）

申込み/
問合せ

内　容
①卓球、３Ａ（スリーエイ）　　講師：寺島 聖人コーチ
②バドミントン、ボッチャ　　講師：倉　利隆コーチ

会　場

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター
※9時～17時、火曜休館

電　話

石狩海岸の自然に関して石狩浜海浜植物保護センターにて講義と展示から学びます。
講師：ＮＰＯ法人いしかり海辺ファンクラブ　内藤華子

内　容
2017年度認定された石狩遺産5号「防風林」を現地で体感。明治開拓期から残る防風林と石狩湾新港建設に伴
い造成された遮断緑地など約6kmを歩いて巡ります。

開催日 10/14（月・祝）

開催日

土曜日アクトタイム　 ～どなたでも気軽にスポーツができる場～



№ 10

時　間 9時～12時

申込期間 10/1（火）9：00～電話で申込み

参加費 500円

対象・定員 5人（先着順）

64･3196 FAX ― Eメール ―

№ 11

時　間 10 時～12時

申込期限 10/15（火）

参加費 無料

対象・定員 市内在住（18歳以上）・20人

76・8000 FAX ― Eメール ―

№ 12

時　間 13時30分～15時

申込方法 申込不要

参加費 無料

対象・定員 ―

72・2000 FAX ― Eメール ―

№ 13

時　間 13時20分～17時30分

申込方法 申込不要　　直接会場にお越しください。

参加費 無料

対象・定員 500人

0134-33-4455 FAX 0134-33-4465 Eメール kitamaebune_hokkaido@nta.co.jp

内　容

リサイクルプラザ講座　「手芸講座」

電　話

小物作り（タペストリー　70cm×33cm）　☆初心者の方、大歓迎致します。

会　場 リサイクルプラザ（新港南1・22）

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ
※月曜・祝日休館

電　話

開催日 10/18（金)

北前船寄港地フォーラムin小樽・石狩

内　容
「北前船往来」〜日本の繁栄と近代化を支えた絆をふたたび〜
全国で行われてきた北前船寄港地フォーラムがいよいよ石狩で開催。19日（土）の小樽市セミナーに続き、20日
（日）は石狩市でフォーラム「小樽・石狩からはじまる北海道の未来」が開かれますので、奮ってご参加ください。

開催日 10/20（日）

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

(株)日本旅行北海道小樽支店
主催：北前船寄港地フォーラム in 北海道小樽・
石狩実行委員会（石狩市商工労働観光課）

会　場 石狩市役所４階403会議室

申込み/
問合せ

石狩市教育委員会教育支援センター

電　話

市民図書館

内　容

電　話

第81回 石狩の古老に話を聞く会

浜益区の㈲ふじみや製菓　小田　功さんに『ふじみやの50年と川下地区』についてお話しいただきます

令和元年度特別支援教育支援サポーター養成講座

内　容
支援が必要な子どもへの理解を深め、学校で支援サポーターとして活動してみませんか。知る、学ぶことだけで
も、歓迎します。

開催日 10/18（金）　　10/25日（金）　　11/1（金）

申込み/
問合せ

開催日 10/19（土）

会　場 市民図書館（花川北7・1）

 
 

 

みなさまの 郵 便 局 
ご用命は お近くの 

 
よろしくお願いいたします。 

 
電 気 設 備 工 事 設 計 施 工 

 

 

 

〒061-3212 石狩市花川北 2 条 3 丁目 188 番地 
TEL（0133）73-2828  FAX（0133）74-7667 

一條電気商会 
有限 

会社 ○観  



№ 14

時　間 18時～20時

申込方法
10/11（金）までに電話申込　※託児あり（定員に
なり次第締切）

参加費 無料

対象・定員
思春期の子に関わる方（保護者、学校・子育て支
援関係者など）50人程度

72・3124 FAX ― Eメール ―

№ 15

時　間 10時～12時

申込期限 10/7（月）

参加費 500円　持ち物：飲み物、軍手、長靴

対象・定員 10人（申込順）

60・6107 FAX ― Eメール hamanasu@guitar.ocn.ne.jp

№ 16

時　間 10時～12時

申込方法 申込不要

参加費 無料

対象・定員 ―

72・7017 FAX ― Eメール ―

№ 17

時　間 10時30分～11時30分

申込期限 ―

参加費
無料　　持ち物：筆記用具、シャベル、汚れてもい
い服装

対象・定員 市民・25人

76･2233 FAX ― Eメール ―

「身近でできるささえ合い活動」を実践されている講師をお招きし、地域活動に参加する意義や楽しさ、活動を継
続する秘訣を伝授していただきます。生活支援コーディネーターより市内で行われているささえ合い活動や集い
の場の紹介や、地域包括支援センターの紹介もあります。
講師：北海道医療大学　看護福祉学部　准教授　長谷川　聡　氏

開催日 10/19（土）

花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

申込み/
問合せ

内　容

電　話

石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48・1）

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

石狩市　保健推進課

電　話

電　話

会　場
りんくる（花川北6・1）
※厚田・浜益から送迎バスがあります

第14回ガーデニング講習会

内　容 ―

思春期の心と体を守る～大人向け講演会・意見交換会～

体験！ハマナスを一緒に育てよう

内　容

電　話

開催日

開催日

開催日 10/19（土）※雨天決行

会　場 紅葉山公園管理棟前（花川北2・3）

申込み/
問合せ

石狩総合管理協同組合
※平日9時30分～17時

10/16（水）

会　場

石狩市 高齢者支援課

10/18（金）

会　場

石狩市安心して高齢期を迎えるための市民講演会「今日からできる地域のささえ合い」

内　容

「妊娠したかも･･･」「妊娠させたかも･･･」と、子どもに打ち明けられたらどうしますか？どの子にでも起こりうる身近
なことだと捉え、思春期の子ども達が自分の性と生を大切にしてもらうためには、大人は何ができるのか考えてみ
ませんか。現代の思春期事情を知ることからはじめましょう。
講師：埼玉医科大学医療人育成支援センター・地域医学推進センター産婦人科医　髙橋　幸子氏

保護センターでこれまで自生ハマナスを育てて、分かったこと、ちょっとしたコツをお伝えします。ハマナスのタネ
をまいたポットを持ち帰ります。
講師：石狩浜海浜植物保護センター普及員

 

 

お持ち帰り専門店 

焼焼鳥鳥  
大大五五郎郎チチェェーーンン  
石狩市花川南 1条 6 丁目 

予約電話 090-9752-6444（大場 正弘） 

 

みなさまの 郵 便 局 
ご用命は お近くの 

 
よろしくお願いいたします。 



№ 18

時　間 10時から12時

申込期限 10/7（月）

参加費
1,500円（材料費）　持ち物：飲み物、エプロン、持
ち帰り用の袋

対象・定員 高校生以上・5人（申込順）

60・6107 FAX ― Eメール hamanasu@guitar.ocn.ne.jp

№ 19

時　間 10時～12時

申込期間 1（火）～11（金）

参加費 無料

対象・定員 65歳以上のドライバー・30人（申込順）

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 20

時　間 13時～15時30分

申込期限 10/18（金）

参加費 無料

対象・定員 30人　　※託児あり（無料、5人程度）

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 21

時　間 13時30分～15時30分

申込期限 10/18（金）

参加費 無料

対象・定員 40人

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

えりす　いしかり 検索 　※石狩市議会映像　専用サイトで配信中

　※石狩市市民生活便利帖　市ＨＰからどうぞ

10/23（水）

会　場 りんくる（花川北6・1）　２階 交流活動室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

高齢者ドライバー体験型講習会

内　容
札幌方面北警察署の講話、ドライバーズビジョン､ドライブシミュレーターなどの体験ができます。
※運転免許更新時の高齢者講習ではありません

開催日 10/21（月）

会　場 りんくる（花川北6・1）　２階 交流活動室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

男女共同参画ワークショップ みんなでつくる石狩市の男女共同参画
ワンオペ家事・育児からワークライフシナジーへ！

内　容
家事･育児の負担を減らすくらしのヒントを講師のready mork代表 福澤 由佳氏から学び、男女の役割分担と、家
事･育児の在り方について、考えてみましょう。※この事業は（公財）北海道市町村振興協会の助成を受けて実施
しています。

開催日 10/21（月）

会　場 りんくる（花川北6・1）　２階 交流活動室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

北海道家庭生活カウンセラークラブ石狩地区創立20周年記念講演
こころを楽にする生き方

石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48・1）

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター

電　話

海浜植物でハーバリウム作り

内　容 ハマナス、エゾカワラナデシコなどの石狩浜の植物を使ってオリジナルのハーバリウムを作ります。

開催日

内　容
　不安な気持ちや悩み、仕事や家庭、人間関係…疲れた心を楽にする、そんな生き方のコツを講師と一緒
に考えてみませんか？ 講師は（公社）北海道家庭生活総合カウンセリングセンター理事長 善養寺 圭子氏。

開催日

10/20（日）

会　場

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

姥神大神宮渡御祭～サポーター三浦さん江差へ行く！　サポーターヒロミ自然シリーズ「海水を飲むアオバト」　

石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団中国成都での音楽祭に参加　 あつたでジップラインやってみた

石狩本町カイトフェスティバル　サポーターヒロミ自然シリーズ「厚田公園キャンプ場でサケの遡上が！」

※９月末日までのアップ分含む　※スマホで「えりすいしかりＦＢ」も見てね

～介護が必要になっても住み慣れた地域で、豊かでうるおいのある暮らしを～
●○社会福祉法人瓔珞会○●

○特別養護老人ホーム ばんなぐろ （ショートステイ併設）
○デイサービスセンター ばんなぐろ
○特別養護老人ホーム ほとり 〒061-3218石狩市花畔360-26

○ケアハウス いしかり 連絡先：0133（76）1133



№ 22

時　間 10時～12時

申込期限 10/18（金）

参加費 無料

対象・定員 30人

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 23

時　間 10時～12時

申込方法 申込不要

参加費 無料

対象・定員 お子さんの発達や不登校でお悩みの保護者

72・6137 FAX 72・6138 Eメール prop@harunire.or.jp

№ 24

時　間 13時～14時45分

申込期限 10/18（金）

参加費 無料

対象・定員 市内事業所の人事担当者など・30人

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

№ 25

時　間 ①9時～12時　②9時～13時　③9時～17時

申込方法
10/21（月）までに電話申込のうえ申請書提出
※当日受付不可

参加費 無料　　持ち物：動きやすい服装、筆記用具

対象・定員
①②小学５年生以上の市民または市内勤務者　
③16歳以上・各回20人

77・6217 FAX ― Eメール ―

№ 26

時　間 13時30分～15時30分

申込期限 10/18（金）

参加費 無料

対象・定員 40人

72・3191 FAX 72・3199 Eメール seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

開催日 10/24（木）

会　場 市役所（花川北6・1）　４階 401・402会議室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

石狩市地域自立支援協議会保護者向け学習会「こんなときどこに行けばいい？」

電　話

電　話

消費生活研修会
振り込め詐欺 撲滅落語＆やさしいかんたん キャッシュレス入門

内　容
　振り込め詐欺にだまされないコツを落語で学び、皆さんのお財布にあるカードを仕分けしながら、キャッシュレス
生活を楽しく学びます。
講師は㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属 桂 三段氏、北海道ＩＴセンター札幌校校長 相原 真人氏

開催日 10/25（金）

会　場 りんくる（花川北6・1）　２階 交流活動室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

開催日 10/24（木）

会　場 りんくる（花川北6・1）　２階 交流活動室

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

男女共同参画セミナー
ワーク・ライフ・バランス入門　～子育て・介護・治療と仕事の両立～

内　容
子育て・介護・治療と仕事の両立について企業や自治体の課題や取り組み、好事例を学び、より良い職場環境
を目指しませんか。講師は（一財）女性労働協会 菅原 幸子氏
※協力／女性就業支援全国展開事業

防犯研修会

内　容
特殊詐欺による被害が多発しています。知識を身に付け、自分や家族など周りの人を守りましょう。
講師は札幌方面北警察署生活安全課係長 橋本 智輝氏。

市民図書館（花川北7・1）

10/24（木）

会　場

内　容

電　話

内　容
お子さんの不登校や発達などに悩んだ時の相談先について、保護者の方の経験談や専門家のお話を聞いて
みませんか。

開催日

申込み/
問合せ

石狩市地域自立支援協議会事務局
（石狩市相談支援センターぷろっぷ）

電　話

①普通救命講習Ⅰ　②普通救命講習Ⅱ　③上級救命講習
①成人に対する応急手当の知識と技術（心肺蘇生法、AEDの使用・止血方法など）
②①に加え効果測定１時間
③成人、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法、気道異物の除去、止血法、傷病者の管理
法、搬送法、応急手当の要領、心肺蘇生法に関する筆記及び実技試験

開催日 ①②10/25（金）　　③10/29（金）

会　場
①②石狩商工会館（花川北6・1）
③花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

（一財）石狩市防災まちづくり協会



№ 27

時　間 10時～12時

申込期限 ―

参加費
無料　　持ち物：剪定（ルビ：せんてい）はさみ、ノ
コ、軍手、帽子など、汚れてもいい服装

対象・定員 30人

76･2233 FAX ― Eメール ―

№ 28

時　間 18時～20時

申込方法 申込不要

参加費 300円（資料代）

対象・定員 ―

090･6211･1602 FAX ― Eメール ―

№ 29

時　間 10時30分～11時30分

申込期限 10/23（水）

参加費
無料　　持ち物：母子手帳、子ども用スプーン、お
むつ等普段出かけるときの持ち物

対象・定員 おおむね7～10ヵ月児と保護者・20組（申込順）

72・3124 FAX ― Eメール ―

№ 30

時　間 13時～17時

申込期限 10/23（水）

参加費 1,404円（テキスト代）　持ち物：筆記用具

対象・定員
石狩市家事サポート従事者として勤務を希望する
方、興味がある方。
※２日間受講できる方

72・7017 FAX ― Eメール ―

№ 31

時　間 18時30分～

申込期限 10/17（木）

参加費 無料

対象・定員 市内小中学生の保護者、ＰＴＡ、学校ボランティアなど

72・3169 FAX 75・2276 Eメール soumu-k@city.ishikari.hokkaido.jp

開催日 10/28（月）

会　場 りんくる（花川北6・1）

申込み/
問合せ

申込み/
問合せ

会　場

電　話

石狩市 高齢者支援課

石狩市家事サポート従事者研修（講義）

内　容 高齢者宅を訪問し、掃除・洗濯・買物などの生活支援サービスを提供する方を養成します。当研修と実習の受講が必要です。

開催日 10/30（水）

電　話

ステップアップ離乳食教室

内　容
2回食、3回食への進め方や大人の食事からの取り分け方法など栄養士による講話。※上のお子さんの託児希
望の方は要相談　　講師：保健推進課　栄養士

電　話

風車学習会「（仮称）北海道石狩湾沖洋上風車事業について学ぶ」

石狩市教育委員会　総務企画課

電　話

開催日 10/30（水）  11/6（水）

会　場 りんくる（花川北6・1）

申込み/
問合せ

電　話

望来コミセン（厚田区望来27・7）
※市役所から送迎バス運行

コミュニティ・スクール（ＣＳ）研修会

内　容

来年開校する厚田学園（小中一貫の義務教育学校）と石狩八幡小学校を皮切りに、令和３年に市内全小中学校
で取り組む「コミュニティ・スクール（地域が学校運営に関わり、子ども達の成長を一緒に支えていく仕組み）」につ
いて、理解を深めます。
講師：北海道ＣＳアドバイザー・元ＦＭ北海道　常務取締役 中田 美知子氏

単基出力8000kW～12000kW・最大125基（総出力１００万kW）の国内最大級の洋上風力発電事業計画が明らか
になりました。アセス配慮書から事業内容を学びます。

開催日 10/26（土）

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

石狩市　保健推進課

開催日 10/26（土）　※小雨決行、荒天延期

―

内　容

石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
安田さん

申込み/
問合せ

会　場 9時50分までに紅葉山公演管理棟前（花川北2･3）集合

申込み/
問合せ

石狩総合管理協同組合
※平日9時30分～17時

庭木冬囲い講習会

内　容

 
～私達は えりすテレビの応援団です～ 

えりすいしかりネットテレビ協力会 

    会 長    片平 一義 

     ♪石狩市の地域メディアを 

       ぜひ応援してください♪ 

お問合せは FAX 62-9088 えりす TV内 

 
協賛金のお願い 

いしかり市民カレッジの運営経費は受講料と年

会費でまかなわれています。いしかり市民の学び

を支援するために協賛金（広告料）としてぜひご

協力ください。 

◆協賛金 一口 5,000 円／年 

年４回発行の「あい風通信」に１年間広告を掲載します。 



№ 1

時　間 10時～12時

申込方法
10/7（月）～10/25（金）の期間に印鑑ご持参のう
え、市民プールまで（未成年者は保護者の署名と
捺印が必要・電話受付不可）

参加費 無料　　持ち物：水着・キャップ・タオル

対象・定員 15歳以上・20人

74・6611 FAX ― Eメール ―

№ 2

時　間 内容欄を参照

申込方法

受講申込書を、下記申込先へ郵送または直接持
参願います。（申込書は下記の窓口配布、または
石狩市ホームページからダウンローﾄﾞをしてくださ
い）※10/17（木）必着

参加費
地域保育コース 3,000円
放課後児童コース 1,500円

対象・定員
18歳以上で子育て支援に関心があり、その分野
での仕事などを希望される方、またはすでに従事
している方・各20人（申込多数時調整）

72・3631 FAX ― Eメール ―

申込み/
問合せ

石狩市 子ども政策課

電　話

内　容 水の事故防止、監視要領、救助法を学ぶ　　講師：日本赤十字社北海道支部石狩地区

水上安全法講習会

電　話

申込み/
問合せ

石狩市民プール
（石狩市公務サービス㈱）

11月開催の連携講座　　　※受講希望の方は、各団体へ直接お申込みください！

会　場 石狩市民プール（花川北3・2）

石狩市子育て支援員研修

内　容

内容欄を参照

会　場 市役所内会議室

子育て支援員は「子育て支援員研修」を修了し、保育や子育て支援分野の各事業などに従事する上で必要な
知識や技能を修得した方のことです。保育所や地域の子ども・子育て支援事業の担い手となる人材として、全国
共通の「子育て支援員」として認定されます。（※国家資格ではありません）
①地域保育コース（地域型保育）・・・保育所等において、児童の保育等の補助的な業務に従事するためのコー
スです。
　基本研修  11/3（日・祝）9時～18時
　専門研修　11/9（土）9時～17時、11/23（土・祝）9時～17時、11/30（土）9時～16時30分
　見学研修　12月中の市が設定する２日間（時間帯は実習先による）
②放課後児童コース・・・放課後児童クラブに従事する放課児童支援員の補助者として従事するためのコースで
す。
　基本研修  11/3（日・祝）9時～18時

開催日

開催日 11/3（日・祝）

 
協賛金のお願い 

いしかり市民カレッジの運営経費は受講料と年

会費でまかなわれています。いしかり市民の学び

を支援するために協賛金（広告料）としてぜひご

協力ください。 

◆協賛金 一口 5,000 円／年 

年４回発行の「あい風通信」に１年間広告を掲載します。 


