
「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 10:30～12:00

申込期間 10/7（水）
参加費 カレッジ生1,600円、一般2,000円

対象・定員 50人　申込み多数の場合は抽選
74-2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

9月には次の「いしかり市民カレッジ」主催のシリーズ講座が開催されます。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。

No. ２

時　間 13:30～15:00
申込期間 要問合せ

参加費
300円
持ち物：バスタオル、ハンドタオル、45ℓゴミ袋また
は防水シーツ

対象・定員 乳幼児と保護者10人
64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル comstation@ray.ocn.ne.jp

No. 3

時　間 14:00～15:30
申込期間 要問合せ
参加費 無料

対象・定員 中小企業の方
72-3166 FAX 75-2275 Eメ-ル syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 4

時　間 9:00～16:00
申込期間 要問合せ

参加費
700円（2日間分、資料代として）
持ち物：昼食、あかちゃんを抱っこしやすい服装

対象・定員 10代の男女20人（先着順）
64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル comstation@ray.ocn.ne.jp

９月開催の連携講座

いしかり市民カレッジ《講座7》
北大名誉教授など環境のプロが講義する　「身近な環境を考える」

電　話

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

市公民館

①10/17（土）②11/21（土）③12/19（土）④1/16
（土）　4回コース

いしかり市民カレッジ講座（9月）

内　容

地球温暖化や水循環の問題など私たちの身のまわりの環境やエネルギー資源について専門家ががわかりやす
く解説します。
①エネルギー資源転換よる地球温暖化の抑制　【講師】北大名誉教授　千葉忠俊氏
②地球環境を守る水循環のメカニズム　【講師】北大名誉教授　前野紀一氏
③地域における再生可能エネルギーの有効利用システム　【講師】北大大学院准教授　濱田靖弘氏
④二酸化炭素を減らすための科学技術　【講師】北大名誉教授　德田昌生氏

開催日

電　話

申込み/
問合せ

NPO法人こども・コムステーション・いしかり

【子育て】ママカルチャー「ベビーマッサージ教室」

内　容
赤ちゃんとママのコミュニケーション作り。赤ちゃんもゴキゲン♪
【講師】助産師

会　場 市民図書館

【子育て】コムステ行事 「10代のベビーシッターボランティア養成講座」

内　容
10代だからこそできる子育て支援。赤ちゃんタッチケアー、赤ちゃん年齢あてクイズなど、ベテラン講師と共に人
育てに参加しませんか。

開催日 9/5（土）・6（日）

開催日 9/3（木）
会　場 北ガスプラザビル（花畔2-1）

【中小企業の皆さんへ】わかりやすい中小企業の金融講座

内　容
厳しい経済情勢の中で役立つ内容の説明会です。テーマは国の緊急保証制度の活用や中小企業の資金繰
り。
○緊急保証制度　○中小企業の資金繰りについて

申込み/
問合せ

NPO法人こども・コムステーション・いしかり

電　話

申込み/
問合せ

商工労働観光課

電　話

開催日 9/3（木）
会　場 市民図書館

     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3回　9/17(木）　13:00～15:00　公民館集合 

     講座２　村山耀一さんと歩く「石狩歴史散歩」第4回　9/26(土）　9:00～12:00　公民館集合



No. 5

時　間 9:00～12:00
申込期間 8/30（日）
参加費 無料

対象・定員
先着30人　親子参加歓迎　小学生以下は保護者
同伴

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

No. 6

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. 7

時　間 11:00～
申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員 ―
64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル comstation@ray.ocn.ne.jp

No. 8

時　間 18:30～20:00

申込期間 要問合せ

参加費 300円（茶菓子付き）
対象・定員 20人（先着順）

77-7070 FAX ― Eメ-ル ―

No. 9

時　間 6:30～7:00　※雨天中止
申込期間 申込不要
参加費 無料

対象・定員 ―
72-7017 FAX ― Eメ-ル ―

No. 10

時　間 13:45～16:00
申込期間 要問合せ
参加費 無料

対象・定員 ―
72-6124 FAX ― Eメ-ル ―

電　話

9/5（土）
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、月曜休館）

（社）石狩医師会救急医療教室

内　容
救急医療に対する関心を深め、大切さを学びましょう。
講演「インフルエンザの考え方」～新型インフルエンザの医療機関への受診の仕方～
【講師】みき内科クリニック院長　井上幹朗氏

開催日 9/12(土）
会　場 りんくる

申込み/
問合せ

保健推進課

電　話

太極拳サークルのメンバーが行う早朝太極拳です。簡単な運動で誰でもできます。初心者歓迎。

会　場 石狩ふれあいの杜公園（樽川4-1）
申込み/
問合せ

9/12（土）・10/3（土）

地域包括支援センター

内　容

開催日

おはよう太極拳

大人のための秋の夜の朗読会

内　容

電　話

電　話

電　話

作品は「暮らしのエッセー」「蜘蛛の糸」。秋の夕べ、名作をじっくり聴きスローライフを楽しみましょう。
【語り手】井出光一氏

開催日 9/11（金）

会　場 花川北コミセン内ぽぽらーと

申込み/
問合せ

市民活動情報センター（ぽぽらーと）

9/9（水）開催日
会　場 市公民館

申込み/
問合せ

武川さん

内　容 昔から伝わる「あそび」を体験しませんか。内容：パッチ（めんこ）・竹がえし

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」

川の博物館観察会「石狩浜野鳥観察会」

内　容 石狩浜・石狩川河口周辺で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

電　話

【子育て】親子でストレッチ

会　場 北ガスプラザビル（花畔2-1）

申込み/
問合せ

NPO法人こども・コムステーション・いしかり

内　容 親子で楽しみながらストレッチ！

開催日 9/10（木）

石狩・学びのスタンプ制度　協賛企業・団体

 
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。 

 
一般住宅に火災警報器の設置義務付となりました 
消火器・火災警報器・防災用品・各種標板 
消防機材・消防用設備施工・保守点検 

（有）道央防災センター 

防災アドバイザー 石狩市花川南６条３丁目41 

防災士・消防設備士 TEL･FAX 73-9678 



No. 11

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 ―

No. 12

時　間 14:00～16:00
申込期間 9/1～　（9/1～4はファクスのみの受付）
参加費 無料

対象・定員 20人（先着順）
72-2000 FAX 73-9120 Eメ-ル ishikari-lib@mail.ishikari-lib-unet.ocn.ne.jp

No. 13

時　間 14:00～
申込期間 申込不要
参加費 無料

対象・定員 ―
71-2013 FAX ― Eメ-ル ―

No. 14

時　間 15:00～
申込期間 13:00～15:00
参加費 無料

対象・定員 要問合せ
77-6393 FAX 77‐6393 Eメ-ル ―

No. 15

時　間 13:00～15:00
申込期間 要問合せ
参加費 3,500円（材料費込み）

対象・定員 ―
090-9436-1029 FAX ― Eメ-ル ―

No. 16

時　間 10:00～15:00
申込期間 9/16（水）

参加費
100円（保護者300円）　持ち物：筆記用具、昼食、
飲み物、敷物、スプーン、ビニール袋（作品持ち
帰り用）、野外活動に適した服装

対象・定員 小学生（親子可、3年生以下は保護者同伴）20人

60-6107/72-3240
（市役所内）

FAX ― Eメ-ル ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

藤田さん

電　話

会　場 地域食堂きずな(花川南4‐4）
申込み/
問合せ

地域食堂きずな

申込み/
問合せ

石狩浜海浜植物保護センター※火曜休館

【親子】石狩浜こども自然教室

内　容
ネイチャーゲームやクラフト遊び、ハマナスの実のジャム作りなど、海辺の自然を楽しく学び遊びます。
【講師】さっぽろネイチャーゲームの会

開催日 9/19（土）

電　話

会　場 9:50海浜植物保護センターまたは9:30市役所

電　話

私たちはいしかり市民カレッジを応援しています。

申込み/
問合せ

プリザーブドフラワーアレンジメント体験講座

内　容 特殊な加工を施した「枯れないお花」を使います。

会　場 花川北コミセン
開催日 9/16（水）・24（木）

内　容 料理好きな方が、日替わりで調理を担当してランチを提供する仕組みを説明します。

開催日 9/16（水）

会　場 えるむの森保育園内（花川東93-5）

ちょっとぐずった時や、おむつを替える時に使える、あそび唄やわらべ唄、からだ遊びを紹介します。

開催日 9/15（火）

内　容

地域食堂きずな行事「ワンディ・シェフ」説明会

申込み/
問合せ

地域子育て支援センターえるむ

電　話

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

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

会　場

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」

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）

図書館見学ツアー

内　容 普段は入れない部屋、図書館のヒミツ・ウラ側、全てお見せします。

電　話

【子育て】育児の知恵袋 「一緒に遊ぼう！～ふれあい遊び」

開催日 9/13（日）

 
団員募集（女声合唱団） 

♪みんなで歌えば元気100倍♪ 

アルバ・コラーレ 
練習：毎週月曜日19:00～21:00公民館 

連絡先：越沢74-6314 

 

 
会員募集 

気楽に短歌を語り合ってみませんか。 

石狩短歌会 
月例歌会 毎月第３日曜日 13:00～16:00 

白樺会館（花川北２条５丁目） 

連絡先 安藤73－5245 



No. 17

時　間 13:30～15:30
申込期間 9/18（金）までに電話で
参加費 無料

対象・定員 30人※先着順
64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

No. 18

時　間 9:00～12:00
申込期間 事前に電話申込　※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勤務者
74-7024 FAX ― Eメ-ル ―

No. 19

時　間 12:30～14:30
申込期間 9/16（水）
参加費 1,000円（昼食・飲み物代込み）

対象・定員 20人（先着順）
77-6393 FAX 77‐6393 Eメ-ル ―

No. 20

時　間 11:00～12:00
申込期間 申込不要
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. 21

時　間 11：00～
申込期間 申込不要

参加費 持ち物：帽子・汗拭き用タオル
対象・定員 ―

71-2013 FAX ― Eメ-ル ―

No. 22

時　間 13:30～14:30
申込期間 9/25(金)

参加費
無料
持ち物：普段お使いの歯ブラシ・上履き

対象・定員 50歳以上30人
72-7017 FAX ― Eメ-ル ―

No. 23

時　間 13:30～15:30
申込期間 10/2（金）

参加費 無料

対象・定員 30人（先着順）
64-2507 FAX 64-2513 Eメ-ル h-mikami@ishikari.or.jp

電　話

開催日 10/3(土）
会　場 川の博物館

申込み/
問合せ

川の博物館（9:00～17:00、月曜休館）

電　話

会　場 りんくる

申込み/
問合せ

地域包括支援センター

内　容 お口の体操を含めた介護予防のための基本的なお話を歯科衛生士が行います。

開催日 9/30(水)

申込み/
問合せ

地域子育て支援センターえるむ

電　話

介護予防のための健口（けんこう）体操

秋空の下、お子さんと一緒に体を動かして、さわやかな汗を流しましょう！

開催日 9/28（月）
会　場 えるむの森保育園内（花川東93-5）

電　話

川の博物館講演会 「石狩川の河川環境と魚類生息」

内　容

開催日 9/19（土）

申込み/
問合せ

川の博物館（9:00～17:00、月曜休館）

会　場 川の博物館

石狩川の河川改修により生態系の基盤が失われてきたことなど、川の状況と魚類の歴史・生息などについて水
中映像を交えてお話します。
【講師】流域生態研究所所長　妹尾優二氏

定期普通救命講習会

内　容
毎月第3日曜日に実施している、心肺蘇生法や異物除去、訓練用AEDを用いた講習会です。受講者には「普通
救命講習修了証」をお渡しします。

石狩消防署警備課（石狩市花川北1-1）

9/20(日)
会　場 石狩消防署
開催日

電　話

申込み/
問合せ

目からうろこ「暮らしの知恵講座」

【親子】図書館講座・絵本を楽しむ「わらべうたとえかきうた」

内　容
手あそびや絵本の読み聞かせを交えて、わらべうたとえかきうたを紹介します。ぜひ親子でご参加ください！
【講師】子どもの本の専門店どりーむきゃっちゃー 安齋久子氏

開催日 9/27（日）
会　場

内　容
テーマ「楽しく老いるコツ」　※石狩市市民協働提案事業
【講師】㈲ごんぼり社長　小原和子氏

開催日 9/23（水・祝）
会　場 地域食堂きずな(花川南4‐4）

申込み/
問合せ

地域食堂きずな

電　話

川の博物館講演会「石狩の交通のあゆみ あれこれ」

内　容
水運の時代から都市化が進むまでのあゆみについてお話を聞きます。
【講師】石狩市郷土研究会会長　村山耀一氏

市民図書館
申込み/
問合せ

市民図書館

電　話

【子育て】ミニ運動会

内　容



No. 24

時　間 8:45集合
申込期間 要問合せ
参加費 900円 　持ち物:昼食

対象・定員 40人（先着順）
73-0835 FAX 73-0835 Eメ-ル ―

No. 25

時　間 9:00～16:00　※小雨決行
申込期間 9/30（水）

参加費
300円（中学生以下は100円）
持ち物:運動靴、上着、昼食、筆記用具、お持ち
の方は双眼鏡（貸出数台あり）

対象・定員 30人（先着順、最少催行人数8人）
72-3240 FAX 75-2275 Eメ-ル kankyou@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 26

時　間 受付9:00～9:30、12:00終了予定
申込期間 9/28（月）

参加費
無料
※参加記念品、石狩鍋のサービスがあります。

対象・定員 200人
72-6123 FAX ― Eメ-ル sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 27

時　間 13:00～15:00
申込期間 10/5（月）
参加費 無料

対象・定員 150人
72-6124 FAX ― Eメ-ル ―

No. 28

時　間 13:30～16:30
申込期間 9/1(火）～10/9（金）（土・日・祝日を除く）
参加費 3,500円（1日のみの受講は2,000円）

対象・定員 50人（一般、高校生、大学生）
011-706-6707 FAX 011-706-6141 Eメ-ル k-gaksei@eng.hokudai.ac.jp

・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

会　場 北海道大学工学部（札幌市北区北13西8）
申込み/
問合せ

北海道大学工学系事務部　教務課学生支援担
当

北海道大学大学院工学研究科公開講座「地球環境対応マテリアル科学の進歩」

内　容

過酷な環境のもとで利用される材料、将来を嘱望される材料など多くの物質が開発されています。次世代の人
間社会を豊かにしつつ、環境に負担をかけない材料とは何か？　についての叡智が集結しつつある現況を、歴
史を紐解きながら紹介して物質科学の将来を展望します。
①金属を長持ちさせる工夫　【講師】北大教授　大塚俊明氏／固体酸化物燃料電池　【講師】北大准教授　明石
孝也氏
②酸素貯蔵材料　【講師】北大准教授　本橋輝樹氏／半導体　【講師】北大准教授　土家琢磨氏
③化学者が見てきた物質のすがた～ギリシアの時代から現在の量子論まで　【講師】北大教授　安住和久氏

開催日 ①10/17(土）②10/24(土）③10/31(土）

申込み/
問合せ

いしかり地産地消を楽しむ会　相場さん

電　話

申込み/
問合せ

環境課

紅葉山公園

申込み/
問合せ

スポーツ健康課

開催日 10/4（日）

いしかり地産地消を楽しむ会の生産地見学会

10月開催の連携講座

◆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）

藤女子大学人間生活学部公開講座「新型インフルエンザを知って、冷静に行動しよう」

内　容

世界では多数の新型インフルエンザ患者が発生し、いまだに収まる兆しは見えてきません。わが国でも死亡者
の報告がなされました。このウイルスは変異しやすいウイルスであり、私たちはいつこういった感染症にさらされる
か分かりません。普段から正しい知識を持って冷静に対応していくことが大切です。（藤花祭協賛）
①新興・再興感染症発生の社会的背景　【講師】藤女子大学教授　傳法公麿氏
②新型および季節性インフルエンザウイルスの基礎的特徴について　【講師】札幌医科大学教授　藤井暢弘氏
③新型インフルエンザを含めた感染症対策について　【講師】北海道保健福祉部医療局 医療参事　山口亮氏

内　容 浜益区のリンゴ・ナシの味を楽しみ、生産者と交流します。

開催日 10/4（日）
会　場 善盛園ほか

開催日 10/10(土）

電　話

すこやかロードを歩こう！　inいしかり

内　容
すこやかロード「紅葉山公園・遊歩道コース」および茨戸川河川敷まで延長したコースを歩きます。希望者には
ポールのレンタルをします（80人分）。コースは、3キロコース、7キロコース

電　話

会　場

会　場 藤女子大学花川キャンパス　273講堂
申込み/
問合せ

保健推進課

電　話

自然観察会

内　容
花川・生振の記念保護樹木（由緒・由来があり住民に親まれている樹木のうち、郷土の記念樹木として保護して
いるもの）や防風林・浜益区などの自然あふれる場所を巡り、身近にある自然を考えます。

開催日 10/4（日）
会　場 8:50に市役所駐車場（バスで移動）


