
「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 ①10時30分～12時　②9時～13時

申込期限 10/13（水）

参加費 各回　一般　500円 ・ カレッジ生 400円

対象・定員 ①30人　②16人　（申込多数時カレッジ生優先の抽選）

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

●体育協会「スポレク出前講座」は、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　　　　　　原則平日の10時～17時　※土日要相談　　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　　　所定の申込書及び新型コロナウイルス感染症対策チェックシートを希望日の6月前から20日前までに提出

◆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

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

電　話

　　　　（令和３年10月号）

講座１２「石狩浜の漂着物から地球が見える」

内　容

石狩浜に流れ着く様々な漂着物の由来を辿ると、人々の暮らし方や物資の流通、環境など現在の地球の状態が良く分かります。講座で
は、漂着物と云う小さな物から地球と云う大きな物が今どんな状態にあるかを推し量って学びます。
①石狩浜の漂着物はどこからやってくるか？
②実際に漂着物を集めて調べてみよう！
講師：志賀健司（いしかり砂丘の風資料館学芸員）

開催日 ①10/28（木）　②11/4（木）

会　場
①石狩市花川北コミュニティセンター（花川北3・3）
②石狩市公民館（花川北6・1） 集合

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）

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

ハママシケ陣屋跡内「大手門」竣工式典

厚田 灯籠流し～企画・制作 厚田区地域おこし協力隊Ryo           秋の訪れ～ヒロミの石狩の自然シリーズ

※9月末日までのアップ分含む　※「えりすいしかりＦＢ」も見てね

＝連絡先＝（0133）77 – 5860 ＝場所＝ 石狩市花畔360番地26



№ 1

時　間 11時〜12時

申込方法 申込不要

参加費 無料　　※マスク着用のこと

対象・定員 10人（当日先着順）

62・4611 FAX ― Eメール ―

№ 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（見学可）　　持ち物：底の平らな上靴
※マスク着用のこと

対象・定員 ―

73・5270 FAX ― Eメール ―

№ 3

時　間 13時40～15時45分

申込期限
10/8（金）　※接続方法等の詳細については、お申込み後にお知らせ
します。

参加費 無料

対象・定員 30人

72・2000 FAX ― Eメール ―

№ 4

時　間 10時～12時

申込方法 申込不要

参加費
無料　　持ち物：飲み物、帽子、ポイントカード　※ポイントカードがない
方は、受け付け時に交付します

対象・定員 ―

72・6123 FAX ― Eメール ―

№ 5

時　間 10時～11時30分

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込順）

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

電　話

ミライon図書館(長崎県)･石狩市民図書館連携企画
「缶詰の日 講演会」

内　容

【長崎×石狩】
第1部　「あなたが知らない缶詰の歴史」
　講師:石狩市教育委員会いしかり砂丘の風資料館学芸員 工藤 義衛
第2部　「身近な食品 缶詰、びん詰、レトルト食品を知る～その特徴と保存の仕組み～」
　講師:日本缶詰びん詰レトルト食品協会　藤崎 享 氏

開催日 10/10（日）　※缶詰の日

会　場 オンライン開催

申込み/
問合せ

石狩市民図書館

内　容

弁天歴史公園ガイドツアー（深まる秋編）

開催日

みんなのくらしをうるおすWeek
　防犯研修会

内　容
特殊詐欺による被害が多発しています。知識を身につけ、自分や家族など周りの人を守りましょう
講師：札幌方面北警察署　生活安全課職員

開催日 10/19（火）

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

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

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

電　話

ウオー９の日イベント「錦秋ウオーク」

内　容 市役所玄関から東茨戸方面を行って戻ってくる約６キロのウオーキング！

10/19火）

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。

開催日 ①10/14（木）　　②10/28（木）

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！

申込み/
問合せ

石狩市　スポーツ健康課

電　話

弁天歴史公園 運上屋棟前（弁天町38）集合

申込み/
問合せ

会　場

一般社団法人 石狩観光協会
（いしかりガイドボランティアの会）

電　話

ふまねっと健康教室

内　容

秋の話題を交え、弁天歴史公園を巡り石狩の歴史を紐解きます。
講師：いしかりガイドボランティアの会

開催日 10/2〜10/31の土･日曜日  ※小雨決行

会　場 石狩市役所玄関（花川北6・1）集合

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる場合がありますので、

受講を希望される方は各団体へご確認ください。

 
 



№ 6

時　間 13時～15時30分

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込順）　※託児あり（無料、5人程度）

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

№ 7

時　間 10時～11時30分

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員 65歳以上で車を運転される方・20人（申込順）

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

№ 8

時　間 13時30分～15時30分

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込順）

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

№ 9

時　間 10時～12時

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込順）

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

№ 10

時　間 13時30分～15時30分

申込期間 10/1（金）～10/15（金）

参加費 無料

対象・定員
スマートフォンを持っていない・購入を検討されているおおむね70歳以
下の方・20人（申込順）

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

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

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

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

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

みんなのくらしをうるおすWeek
　消費生活研修会　シニア向けスマートフォン教室

内　容
貸し出しスマートフォンを実際に操作して、インターネットの体験をします。防災に役立つ情報もあります。
講師：KDDI㈱認定講師

開催日 10/22（金）

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

開催日 10/19（火）

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

みんなのくらしをうるおすWeek
　地域女性活躍推進交付金（つながりサポート型）研修会
　コロナ禍の中でのコミュニケーション―相手を理解する聴き方・相手に伝わる話し方―

内　容
コロナ禍の中でのコミュニケーションの取り方について学びます
講師：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　吉野　淳一　氏

開催日 10/22（金）

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

石狩市 広聴・市民生活課

電　話

電　話

みんなのくらしをうるおすWeek
　消費生活研修会　相続が争族にならないために

内　容
相続の知識を学んでトラブルを防ぎましょう
講師：北海道金融広報アドバイザー　須藤　臣(とみ) 氏

開催日 10/20（水）

花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

申込み/
問合せ

石狩市 広聴・市民生活課

みんなのくらしをうるおすWeek
　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

電　話

みんなのくらしをうるおすWeek
　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」
　もっと仕事もおうちもハッピーに！

内　容
頑張りすぎない家事のアイデアや、家庭内で協力しながら、家事を実践する心掛けを学び、できるアクションについて考えましょう
講師：思考の整理収納塾・代表　田川　瑞枝　氏

10/20（水）

会　場

消火器・火災警報器・防災用品・設備点検

廃棄消火器特定窓口（訪問引取可）

道央防災センター
石狩市防災マスター 石狩市花川南6条3丁目 41

防災士・消防設備士 TEL･FAX：７３－９６７８

～ 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
毎月発行の「あい風通信～お知らせ版～」に

１年間広告を掲載します。



№ 11

時　間 ①９時～12時　②９時～13時　③９時～17時

申込方法 10/20（水）までに電話申込のうえに申請書提出　　※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10人

77・6217 FAX ― Eメール ―

№ 12

時　間 13時30分～15時30分

申込方法 申込不要

参加費 500円（資料代ほか）     ※マスク着用のこと

対象・定員 ―

090･6211･1602 FAX ― Eメール ―

№ 13

時　間 9時～13時

申込期間 10/1（金）～10/22（金）

参加費 無料　　持ち物：長靴、ビニール袋、マスク等

対象・定員 小学４年生以上・20人（申込順）

62・3711 FAX ― Eメール ―

№ 14

時　間 9時～11時30分

申込期限 10/25（月）

参加費 無料　　持ち物：雨具

対象・定員 ガイドボランティアに興味のある方・5人（申込順）

62・4611 FAX ― Eメール ―

№ 15

時　間 10時30分～12時

申込期限 ①10/12（火）　②11/9（火）

参加費 422円　　持ち物：筆記用具

対象・定員 各日10人程度（申込順）

62･8015 FAX 72・2223 Eメール kyuusyoku@city.ishikari.hokkaido.jp

会　場 学校給食センター（花川北7・1）

申込み/
問合せ

石狩市　学校給食センター

電　話

食育講話、給食試食、給食センターの紹介　　講師：市栄養士
※3名以上のグループ・団体の方は別日程で実施可能。希望の方はご連絡ください。

開催日

電　話

厚田区風発建設を学び語る会　　どうなる？ 厚田の丘の景観・健康影響

内　容
姿を現した望来巨大風車2基。聚富望来風発計画、八の沢風発建設状況も含め、予想される景観・健康影響について学び、今後の対応
を語り合います。
講師：風力発電の真実を知る会 代表 佐々木邦夫氏

開催日 10/24（日）

ガイドボランティア体験ツアー（石狩歴史ミステリー編）

内　容

開催日 10/26（火）　※小雨決行

電　話

開催日 ①10/22（金）　②10/22（金）　③10/25（月）

①10/27（水）　②11/24（水）

石狩浜（集合：いしかり砂丘の風資料館）

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館
※火曜休館

① 成人に対する応急手当の知識と技術（心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法など）
② ①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、止血法などに関する筆記および実技試験

①普通救命講習Ⅰ　②普通救命講習Ⅱ　③上級救命講習

内　容

会　場 ひびきの丘（旧聚富小中学校  聚富256・8）

申込み/
問合せ

石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
安田さん

電　話

大人のプレミアム食育講座（個人向け）

会　場 石狩商工会館（花川北6・1）

会　場 弁天歴史公園 運上屋棟前（弁天町38）集合

申込み/
問合せ

申込み/
問合せ

一般財団法人　石狩市防災まちづくり協会

一般社団法人 石狩観光協会　　野村さん
（いしかりガイドボランティアの会）

電　話

野外講座　石狩ビーチコーマーズ／秋の海辺の漂着物

内　容 秋の石狩浜には、南の海からいろいろな物が流れてきます。それらを観察・採集して、起源や正体を考えます。

開催日 10/24（日）

会　場

石狩の深い歴史スポット、弁天歴史公園とはまなすの丘を巡り、ガイド活動を体験してみませんか？

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 

 

 

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。 

 
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  


