
「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

　２月に開催を予定していました次の講座は、北海道が新型コロナウイルス感染症「まん延防止等

重点措置」対象地域に指定されたことにより中止とさせていただきました。講座をお待ちいただい

た皆さまには大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　今後とも、いしかり市民カレッジへのご支援よろしくお願いいたします。

《主催講座７》「北海道の水産と漁村」　①２月７日(月)　②２月21日(月)

《まちの先生企画講座４》「銅像を通して北海道開拓の先達者を点描する」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③２月３日(木)

　３月に開催を予定していました修了証授与式は、新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となりま

した。残念ながら授与式は開催できませんが、受証者の方には修了証をお届けいたします。

　カレッジ生の皆さんは、「学びの記録」手帳でスタンプ数をご確認いただき、規定数に達した方は、巻

末の「修了証申請書」に必要事項を記入し、２月末までに事務局（公民館）へご提出ください。

●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

　　　　    （令和４年２月号）

 ◆えりすいしかりネットテレビ番組

※1月末日までのアップ分含む　※「えりすいしかりＦＢ」も見てね

第11代石狩市議会議長に就任

講座中止のお知らせ

第23回修了証授与式について
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№ 1

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、タオル、温かい服装、ポイントカード
※ポイントカードをお持ちでない方は、受付時に交付します
 ※マスク着用のこと

対象・定員 石狩市在住の方

72・6123 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 ①9時～17時　②9時～12時　③9時～13時

申込方法 2/14（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
②③は無料　　①は応急手当指導者標準テキスト（ガイドライン2015対
応）が必要。テキスト代3,740円（税込）※要事前申込
持ち物：動きやすい服装、筆記用具　※マスク着用

対象・定員
①18歳以上　②③小学５年生以上の市民または市内勤務者
・各10人

77・6217 FAX ― Eメール ―

学び交流センター（花川北3･3）

申込み/
問合せ

会　場

ふまねっとはまなす　斉藤さん

電　話

電　話

申込み/
問合せ

一般財団法人　石狩市防災まちづくり協会

いしかりウオー９の日イベント　如月ウオーク

内　容 市役所玄関から紅葉山公園に行ってすこやかロードを通って戻ってくる約６キロのウオーキング！

２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 ①2/10（木）　②2/24（木）

内　容

内　容

開催日 ①2/16（水）～2/18（金）　　②③2/25（金）

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

①救命講習の講師を養成する講習（3日間コース/24時間）
②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）
③②に加え効果測定１時間

①応急手当普及員講習Ⅰ　②普通救命講習Ⅰ　③普通救命講習Ⅱ

2/9（水）　※荒天中止

石狩市役所正面玄関（花川北6・1）集合

電　話

会　場

開催日

申込み/
問合せ

石狩市　スポーツ健康課

ふまねっと健康教室

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。

※ 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。

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

 

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。 

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



№ 4

時　間 10時～12時

申込期間 2/8（火）　17時

参加費 無料　　持ち物：筆記用具

対象・定員
12歳までのお子さんの保護者・8人（申込順）
※無料の託児有り 。要予約。8人（申込順）

72 ･3195 FAX ― Eメール ―

№ 5

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 ―

●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの連携講座です。

◆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。

◆申込方法は、10人以上のグループで、講座メニュー・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（12/29～1/3）を除く10時～21時（概ね 90 分以内）まで、開催できます。　

◆問合せ：社会教育課 ℡72-3173

電　話

風車学習会　国の洋上風力発電推進策の現状を探る

内　容

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

花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

大手参入が決定した秋田県沖洋上風発事業も参考に、道民の暮らしへの影響を考えます。
講師：石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会

開催日 2/27（日）

会　場

電　話

ダイジェスト版　いしかり子育て応援プログラム「IP」（Ishikari Program）

内　容 「どならない、たたかない、おどかさない」しつけのヒントを学ぶ子育て講座のダイジェスト版です。講師：家庭児童相談員

開催日 2/17（木）

会　場 石狩市役所（花川北6・1）

申込み/
問合せ

石狩市　子ども相談センター

 
 



№ 1

時　間 8時30分～13時

申込期限 2/28（月）

参加費
500円　持ち物：筆記用具、防寒具・長靴（屋外講座のため）※マスクの
着用をお願いします

対象・定員 15人（申込順）

72・3164 FAX ― Eメール ―

№ 2

対象・定員
石狩市の乳幼児の保護者・20人（申込順）
※託児あり（2歳以上のお子さんを若干名。申込順。電話にて受付。）

№ 3

対象・定員
石狩市の子育て世代の方（主に高校生までのお子さんがいる方）・20人
（申込順）

№ 4

時　間 19時～21時

申込方法 2/25（金）までに電話、ＦＡＸ又はメール

参加費
500円　持ち物：筆記用具、室内用シューズ、タオル、動きやすい服装、
マスク

対象・定員
スポーツ指導者、教育関係者、教育者・スポーツ指導者を目指している
方、スポーツ指導に関心のある方、スポーツ実践者、原則高校生以上・
20人（申込順）

64・1220 FAX 64・1222 Eメール i-sports@crocus.ocn.ne.jp

３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！

こころの健康づくり講座
コロナ禍の今！スクールカウンセラーから子育て世代に伝えたいこと

開催日時 3/8（火）　10時～11時30分

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

3/3（木）　　※悪天候時中止、まん延防止等重点措
置以上の際は中止

会　場

きむら果樹園でくだもの講座　「剪定と休眠期の栽培技術」

申込み/
問合せ

いしかり食と農のカレッジ運営委員会事務局
（石狩市 農政課内）

電　話

～いつかくる！ 子どもの「なぜ？」「どうして？」に答えたい！～
おうちでできる性のおはなし講座

内　容
子どものココロとカラダを大切に育む”生”や”性”についての正しい知識とその伝え方の講座です。いつから、どのように、何を伝えていけば
よいか考える機会にしましょう。
講師：助産院あさ　助産師　吉　裕子さん

きむら果樹園（浜益区幌）※市役所駐車場集合（バス
移動）

内　容
浜益の果樹生産者から、果物の剪定と休眠期の栽培技術について学びます。
講師：きむら果樹園　木村　武彦氏

開催日

電　話

スポーツ指導者セミナー　～子どもの運動能力発達を伸ばすコンディショニング法～

内　容

子どもの成長過程における身体変化や心の変化を学び、身体コーディネーション能力を向上させるコンディショニング法を習得できます。
講師：リアンジョイ　代表　斉藤　志保　氏
※この講習会は、公益財団法人日本スポーツ協会が作成した「講習会・研修会開催における新型コロナウイルス感染症対策について」に準じて実施しま
す。当日講習会に参加する方は、参加者体調確認用紙を記入・提出していただきます。

開催日 3/11（金）

会　場 石狩市Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337)

申込み/
問合せ

公益財団法人 石狩市体育協会

2/1（火）～3/3（木）までに電話 72-3124
または右記２次元コードから申し込み
※託児は電話のみ

参加費 無料

申込み/
問合せ

石狩市　保健推進課

申込方法

参加費 無料

申込み/
問合せ

石狩市　保健推進課

申込方法
2/1（火）～3/7（月）までに電話 72-3124
または右記２次元コードから申し込み

開催日時 3/9（水）　18時30分～20時

会　場 花川北コミュニティセンター（花川北3・2）

内　容

携帯電話にSNS、さらにはコロナ禍により、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。さらに思春期では、心と体が大きく変化する時期
であり、友人関係や、生活習慣、性のことなど悩みも多様になってきます。一方、親自身も子育てのこと、人間関係や仕事関係で悩みが多
い年代ではないでしょうか。
学校や行政の現場で、カウンセラーとして多くの子どもや親と接した経験のある臨床心理士から、コロナ禍の今、子育て中の方にお伝えした
いことを“こころの健康”をキーワードにお届けします。
講師：かうんせりんぐるうむかかし　主宰カウンセンラー　　　臨床心理士　河岸　由里子氏
（現職　北海道教育委員会カウンセラー・石狩市こども相談センター臨床心理士及び家庭児童相談アドバイザー　他）

 
～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
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。


