
「あい風通信　～お知らせ版～」

問合せ：いしかり市民カレッジ事務局（市公民館内）℡74-2249

いしかり市民カレッジ主催講座

No. 1

時　間 9:00～12:30
申込期間 8/14（金）

参加費
カレッジ生400円、一般500円
※65歳未満の方は別途入館料250円

対象・定員 30人　※申込多数時抽選（カレッジ生優先）
74-2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

8月には次の「いしかり市民カレッジ」主催のシリーズ講座も開催されます。受講されている方はお忘れなく。

　※申込みは終了しています。

連携講座
No. 2

時　間 9：30～12：00
申込期間 7/29(水）～
参加費 無料

対象・定員
市内の小中学生（保護者同伴）
各日10人（先着順）

64-3169 FAX ― Eメ-ル ―

No. 3

時　間 13:00～15:00
申込期間 8/１（土）

参加費
無料
※別途プレー代200円～300円がかかります。

対象・定員 要問合せ

74-5645 FAX 74-5645 Eメ-ル －

No. 4

時　間 9:00～12:00
申込期間 8/2（日）
参加費 無料

対象・定員
先着30人、親子参加歓迎
小学校3年生以下は保護者同伴

64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

パークゴルフ市民初心者教室
内　容 実技を中心にプレーの基礎を学びます
開催日 8/6(木）
会　場 緑苑台パークゴルフ場

申込み/
問合せ

川の博物館　9:00～17:00受付　月曜休館

電　話

開催日 8/6(木）
会　場 川の博物館、茨戸川周辺施設

会　場 集合：市公民館

川の博物館観察会【石狩川観察会】

内　容
石狩川の洪水と治水の歴史を学習してから、バスで茨戸川周辺を観察し、治水施設を見学します。夏休みの自
由研究にも役立ちます。
石狩市内から送迎バスが出ます。

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ

電　話

申込み/
問合せ

市公民館

いしかり市民カレッジ
【講座5　石狩に魅せられた彫刻家・本郷新～その人間像と札幌彫刻美術館を訪ねて】

内　容
石狩には「無辜（むこ）の民」をはじめ、本郷新(しん）の貴重な作品が3か所あります。石狩との縁が深い同氏の
作品を、札幌彫刻美術館で見学するとともに、石狩との関わりについて学びます。
【講師】札幌彫刻美術館館学芸員　井上みどり氏

開催日 8/29（土）

電　話

開催日 8/1(土）・8/6（木）・8/7（金）・8/8（土）
会　場 リサイクルプラザ

講座１　田中實さんが語る「いしかり・人物語」第５回　8/6(木）　13:30～15:00　市民図書館
講座２　村山耀一さんと歩く「石狩歴史散歩」第３回　8/22(土）　9:00～12:00　公民館集合
講座６　坂田資宏さんが語る「小説『石狩川』と士族の女性たち」第２回　8/25(火）　13:30～15:00　北コミセン

いしかり市民カレッジ講座（8月）

夏休み親子手づくり木工教室
内　容 廃材を利用して自由にすてきな木工品を作りましょう。

申込み/
問合せ

石狩パークゴルフ協会　坂東さん

電　話



No. 5

時　間 9：30～12：00
申込期間 7/29(水）～
参加費 無料

対象・定員
市内の小中学生（保護者同伴）
各日10人（先着順）

64-3169 FAX ― Eメ-ル ―

No. 6

時　間 9:00～12:00
申込期間 8/2（日）
参加費 無料

対象・定員
先着30人、親子参加歓迎　小学校3年生以下は
保護者同伴

64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

No. 7

時　間 13:00～14:30
申込期間 要問合せ
参加費 無料
対象・定員 60人

72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 8

時　間 10:30～12:00
申込期間 不要
参加費 無料
対象・定員 ―

72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 9

時　間 14:00～16:00
申込期間 要問合せ
参加費 無料
対象・定員 60人

72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 10

時　間 13:00～15:00
申込期間 不要（当日会場にお越しください）
参加費 無料
対象・定員 ―

73-6928 FAX ― Eメ-ル ―

No. 11

時　間 13:00～17:00
申込期間 8/1（土）～9（日）
参加費 500円（材料費）
対象・定員 小学4年生以上10人（先着順）

62-3711 FAX ― Eメ-ル ―

電　話

公民館サークル体験講座【伝承あそびボランティアおてだま】

いしかり砂丘の風資料館体験講座【化石のレプリカをつくる】
内　容 アンモナイトや石狩産の貝化石から型取りして、本物そっくりのレプリカ（複製品）を作ります。

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

市民図書館

昔から伝わる「あそび」を体験しませんか。10月まで毎月１回。８月は「あやとり・おはじき」
開催日 8/12（水）

申込み/
問合せ

内　容
これからの図書館ビジョンをみんなで考えませんか？
①管内図書館から特色ある事例報告　②参加者によるワークショップ

開催日 8/9（日）

申込み/
問合せ

川の博物館　9:00～17:00受付　月曜休館

電　話

図書館フォーラム

花川　見隊・知り隊・広め隊

内　容

「藤の学生って石狩のこと全然知りません･･･」というある日の会話。それならばと、大学のある花川を知り、逆にユ
ニークな学生生活（授業）も知ってもらいたいと、図書館情報学課程の有志中心になって「地域交流事業」をプロ
デュースしました。この機会に学生との交流を図りませんか？
その１：藤女子大がある花川の「おすすめスポット紹介ＶＴＲ」
その２：授業で製作した浴衣を紹介する「浴衣プロジェクト」

開催日 8/8（土）

電　話

博物館で学習後バスで野外へ行き、茨戸川周辺でトンボを採集観察をします。夏休みの自由研究にも役立ちま
す。石狩市内から送迎バスが出ます。

開催日 8/8(土）
会　場 川の博物館、茨戸川周辺施設

電　話

会　場 市民図書館視聴覚ホール

申込み/
問合せ

花川企画参画グループ（藤女子大学図書館情
報学課程有志）　【問合せは市民図書館】

リサイクルプラザ

ペットボトル工作教室
開催日

ペットボトル工作教室

8/7(金）・8/8（土）
内　容

会　場

市民図書館

内　容

開催日

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ

電　話

図書館講座【平和祈念講演会「終戦からサンフランシスコ平和条約締結までの日本の姿」】

川の博物館観察会【トンボ観察会】

内　容

武川さん

内　容

会　場 市公民館

電　話

開催日 8/15（土）
会　場 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

電　話

建国来初めて主権を失い、皇室や憲法など諸制度が一変した軍事占領時代・・・。終戦から 条約調印（昭和
26.9.8）・独立（昭和27.4.28）までを、ご自身の体験と調査研究からお話いただきます。
【講師】山口福司氏（石狩市郷土研究会顧問）

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

8/8（土）



No. 12

時　間 9:00～12:00
申込期間 事前電話申込　※当日受付不可
参加費 無料　持ち物:筆記用具
対象・定員 中学生以上の市民または市内在勤者

74-7024 FAX ― Eメ-ル ―

No. 13

時　間 10:00～
申込期間 不要（当日会場にお越しください）
参加費 無料
対象・定員 ―

74-6611 FAX ― Eメ-ル ―

No. 14

時　間 8:45～15:00（予定）
申込期間 8/14（金）
参加費 1500円（昼食・資料代など込み）
対象・定員 25人（先着順）

74-0837 FAX 74-0837 Eメ-ル ―

No. 15

時　間 9:30～15:00※午後のみの参加も可
申込期間 8/19（水）
参加費 無料　持ち物:上靴、筆記用具、はさみ、昼食
対象・定員 高校生以上

74-6198 FAX 74-6198 Eメ-ル ―

No. 16

時　間 13：30～15：30
申込期間 8/21（金）
参加費 無料
対象・定員 先着30人

64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

No. 17

時　間 13:30～15:00
申込期間 要問合せ
参加費 無料
対象・定員 60人

72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 18

時　間 10：00～12：00
申込期間 8/21（金）
参加費 100円
対象・定員 20人（先着順）

72-2432 FAX ― Eメ-ル ―

No. 19

時　間 13:30～
申込期間 要問合せ
参加費 200円
対象・定員 ―

74-2039 FAX 74-2039 Eメ-ル ―

第24回石狩の古老に話を聞く会

内　容 元浜益村村長・木村康美（やすみ）さんに、浜益についてのお話を聞きます。

8/22（土）
会　場 市民図書館

電　話

申込み/
問合せ

石狩消費者協会
（月～金10：00～15：00）

8/27（木）

開催日 8/29（土）

会　場 花川北コミセン

くらしの講座

内　容
①使用しなくなった傘でエコバッグをつくる　②ハンカチではし入れをつくる
※①②いずれかを選択

会　場 市役所駐車場

内　容

定期普通救命講習会

市民プール【障がい者無料開放】

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

会　場 石狩消防署（花川北1-1）

受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。
開催日 8/16（日）

内　容 障害者手帳を受付に提示してください。介助者1人無料。
開催日 8/16（日）

緑苑台小学校

会　場 市民プール

申込み/
問合せ

市民プール（花川北3-2）

申込み/
問合せ

ＮＰＯ教育支援協会北海道　安田さん

温暖化の原因、集中豪雨による洪水、そのほか様々な影響について学習します。

電　話

会　場

おもしろサイエンス「磁石で遊ぼう」ボランティア募集
内　容 理科実験の体験のほか、子どもたちの指導・サポートをします。
開催日 8/22（土）

申込み/
問合せ

川の博物館　9:00～17:00受付　月曜休館

会　場 川の博物館
開催日 8/22（土）

いしかり農産物加工グループ連絡協議会　村上
さん

開催日 8/21（金）

電　話

電　話

電　話

川の博物館学習会【地球温暖化と異常気象】
内　容

開催日

会　場 市民図書館

電　話

申込み/
問合せ

バスツアー「こだわりのイタリアントマトを瓶詰めに」

内　容
食品加工を学ぶツアーです。八幡町高岡の生産地を訪ね、採れたて新鮮トマトで旬を封じ込めた保存食づくり
を体験します。  【講師】北海道農業改良普及センター職員　※石狩市市民協働提案事業

申込み/
問合せ

いしかりまちづくり協議会　三島さん

図書館講座【佐藤凉子講演会「ブックトークの楽しさ」】

内　容

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

本の紹介・ブックトークには、おはなし会には無い魅力があります。佐藤凉子さんの楽しいブックトークを聞いて、
あなたも始めてみませんか。【講師】佐藤凉子 氏（児童文学者）

開催日



No. 20

時　間 9:30～12:30
申込期間 8/21（金）
参加費 1,500円
対象・定員 15人（先着順）

― FAX 73-6862 Eメ-ル ―

No. 21

時　間 9:00～12:00
申込期間 8/5(水)～8/30（日）
参加費 無料

対象・定員
先着30人　親子参加歓迎　小学校3年生以下は
保護者同伴

64-2508 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

No. 22

時　間 10:00～11:30
申込期間 8/20（木）
参加費 無料
対象・定員 20人

74-2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 23

時　間 10:00～11:30
申込期間 8/21（金）
参加費 2千円(保険料含み)

対象・定員
65歳以上で転倒危険度の高い方（健康状態など
により参加できない場合もあります）12人（申込多
数時は面接を実施）

72-7017 FAX ― Eメ-ル ―

No. 24

時　間 12:00～17:00
申込期間 8/1（土）～9/6（日）の間に電話で

参加費
無料
持ち物：フライドチキン（骨付き）1ピース

対象・定員 高校生以上10人（先着順）
62-3711 FAX ― Eメ-ル ―

・日時等が変更になる場合もありますので、申込みの際には、申込・問合せ先にご確認ください。

●「まちづくり出前講座」も市民カレッジの対象講座です。

◆問合せ：社会教育課℡72－3173

電　話

申込み/
問合せ

市公民館

開催日 9/7（月）
会　場 花川北コミセン

電　話

シニアプラザはまなす学園　第7回一般公開講座
【講演「版画で描く北の生物たち～自作を語る」】

内　容
「しまふくろうのみずうみ」「きたきつねのゆめ」など、北の大地に生きる動物の世界を力強く描いた版画と絵本の
お話です。
【講師】手島　圭三郎氏（版画家・絵本作家）。北海道文学館出前講座との共催。

会　場 石狩浜、石狩川河口周辺

申込み/
問合せ

川の博物館　9:00～17:00受付　月曜休館

内　容 石狩浜・石狩川河口周辺で初秋の野鳥を観察します。石狩浜海浜植物保護センターとの共催事業。
開催日 9/5（土）

花川南コミセン

申込み/
問合せ

電　話

川の博物館観察会【石狩浜野鳥観察会】

内　容 石狩産の有機栽培の栗カボチャでパウンドケーキを作ります。※女性参加可
開催日 8/30（日）

石狩市民講座「萌木」【男の料理教室】

◆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。メニュー票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）

パワーリハビリ

会　場

笠原さん

電　話

９月開催の講座

会　場 りんくる

申込み/
問合せ

地域包括支援センター

内　容
最近足腰が弱くなって、長く歩けなくなった方・転んでしまった方・転倒が怖くて外出を控えている方などを対象
にマシーンを使用した筋力トレーニングやバランス訓練、ストレッチ体操などを実施します。

開催日 9/10（木）～12/3（木）　※週2回、全24回

いしかり砂丘の風資料館体験講座
【オトナの体験講座／揚鶏（あげどり）骨格標本化計画

電　話

会　場 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

内　容 フライドチキンの骨から鳥の腕（翼）などの部分骨格標本を作り、大人の知的好奇心を満たしましょう。
開催日 9/12（土）


