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4/29（水・祝）～6/29（月） 
テーマ展「海辺のオバケ? 石狩湾の蜃気楼」 
　春の石狩湾に出現する、蜃気楼。これま
でに撮影された多くの写真とともに、その
発生の仕組みを紹介！ 
時間　9時30分～17時 
費用　入館料300円（中学生以下無料）
場所・問合せ　いしかり砂丘の風資料館
（弁天町30･4）162･3711 　※火曜休館、
5/5（火・祝）は開館、5/7（木）休館

5/3（日・祝）  
えい・あい館映画上映会
「老人と海」
　沖縄・与那国島で小舟に乗り、たった1人
で巨大カジキマグロ漁へ挑む老人の姿を
描いたドキュメンタリー映画です。 
時間　14時～15時45分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000  

5/3（日・祝）・4（月・祝）・5（火・祝）  
子ども映画上映会
子ども向けの楽しい映画を視聴覚

ホールで上映します。「はらぺこあおむし」ほか。 
時間　11時～ 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000  　 

5/5（火・祝） 
市民プール
こどもの日無料開放

対象　中学生以下　※小学生未満は保護
者同伴。17時以降は小学生以上も保護者
同伴（保護者は入館料550円必要）
時間　9時30分～21時30分
場所・問合せ　市民プール（花川北3･2）
174･6611 　 

5/7（木）･8（金）･9（土） 
包丁とぎ講座
時間　9時30分～11時 
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル 
定員　各5人（申込順）　　費用　500円 
申込方法　5/1（金）9時～電話申込 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22）164･3196　※月曜・祝日休館
　　　 　  
5/8･15･22（全て金曜）
フラ（ハワイアンダンス）無料体験レッスン
　明るいハワイアンミュージックを聞きな
がら楽しく踊れ、ストレス解消できます。基
本ステップを学ぶことで筋力もアップ！ 
時間　10時～11時30分 
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
申込・問合せ　横山さん1090･1642･3020 

5/9（土） ※荒天中止  

ウオ－9の日イベント
｢さくらウオーク｣
　公園、防風林、神社などのきれいな桜を
見ながらウオーキングします。　※申込不
要。直接会場へ
コース　紅葉山公園→紅南公園→花川南公園
→斜め防風林→南線神社→紅葉山公園。約5.5km 
時間　10時～11時45分　　費用　無料
集合場所　紅葉山公園西側駐車場（花川北2･3） 
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴・服
装、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 
そのほか　ウオーキングポール無料貸し出しあり 
問合せ　スポーツ健康課172･6123  

5/9（土） 
北海道自然観察協議会　
石狩北部地区観察会
　当別町にある北海道医療大学薬草園、
北方圏生態系観察園で春の木々や草花、
野鳥を観察しませんか。 
時間　9時30分～12時 
集合場所　北海道医療大学玄関前（当別町
金沢1757）　※駐車場あり 
講師　北海道医療大学准教授　堀田氏 
持ち物 動きやすい服装、靴（長靴）、必要に
応じて雨具、昼食 　費用　100円（保険代） 
申込・問合せ　石岡さん174・0454　 

①5/9（土） ②5/10（日）
スペシャルおはなし会
こどもの読書週間に合わせ、図

書館関係団体とボランティアが楽しいお
はなし会を開催します。
時間・内容　①11時～12時よみきかせ「子っ
子の会」　②11時～12時おはなし会 びっくり
ばこ、13時30分～14時30分石狩市文庫連絡会
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000

5/10（日） ※ほか3回（全て日曜）
「おてだま」20周年記念事業

めざせ! けん玉名人
　持ち方や構え方などの基礎から学んで、
最初は準初段を目指しましょう（会場で級
位・段位の認定が受けられます）。各回とも
けん玉名人の模範演技あり！　※申込不要
対象　子ども～一般　 
日時　5/10（日）、6/14（日）、7/12（日）、
8/9（日）13時～15時 
主催・講師　伝承あそびボランティア「おてだま」
そのほか　けん玉は日本けん玉協会の
「競技用けん玉」を使用（こちらで用意）
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172･2000 

5/12（火） ※小雨決行
花川南防風林観察会
　踏み分け道沿いに開花状況を観察、オ
オバナノエンレイソウやスミレ類との出会
いを楽しみます。 
時間　10時～12時 
集合場所　旧花川南浄水場防風林側横
（花川南4･3） 
持ち物　お持ちの方は双眼鏡・図鑑 
申込期限　5/10（日） 
申込・問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト
安田さん174･6198

5/14（木） 
うかたまグループ勉強会

手づくり豆腐・小さいおかず
　地場産大豆で豆腐を作ります。日常食
の小さいおかずも作ります。 
時間　10時～13時 
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
定員　20人程度（申込順） 
費用　700円 
申込期限　5/9（土） 
申込・問合せ　うかたまグループ　村上さん
1090･6262･5633　 　　 　  　 

5/14（木） 
名作を楽しむ会（DVD上映会）
「ラストミッション ハッブル宇宙望遠鏡を
救え」
　NASA史上最も困難とされる宇宙での
修理活動に挑んだ人々の姿を描きます。 
時間　13時～13時50分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000

  

5/14（木）・28（木） 
ふまねっと健康教室
　床に敷いた50cm四方のマス目ででき
た大きな網を、踏まないようにゆっくり歩
く運動です。運動が苦手な人でも大丈夫！
※申込不要 
時間　10時30分～12時 
場所　学び交流センター（花川北3･3　旧
紅葉山小学校） 
持ち物 底の平らな上靴 
費用　月2回500円（1回のみの参加も可） 
問合せ　ふまねっとはまなす
椙下（すぎした）さん1574･4131　 　　 
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5/14（木）･22（金） 
廃材木工講座　花台（2点セット） 
時間　9時30分～12時 
定員　各5人（申込順） 
費用　1,000円 
そのほか　昨年受講の方は不可 
申込方法　5/1（金）9時～電話申込 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22）164･3196　※月曜・祝日休館

5/15（金）
「はまなすの丘公園」初心者観察会
　これから自然を学びたい方を対象に､
いしかり海辺ファンクラブの会員が「はま
なすの丘公園」を1時間程度案内しながら
観察します｡9月まで月1回金曜開催予定。
※申込不要 
集合場所　12時50分にはまなすの丘公園
ヴィジターセンター駐車場（浜町29･1）
持ち物 屋外を歩ける服装､飲み物 
費用　無料 
主催　いしかり海辺ファンクラブ 
問合せ 石井さん1080･3239･4834 

5/15（金）･22（金）
パッチワーク講座 
時間　9時30分～12時
定員　各5人（申込順） 
費用　500円 
申込方法　5/1（金）9時～電話申込 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22）164･3196　※月曜・祝日休館　

　  

5/15（金）･23（土） 
廃材木工講座
テーブル・イス（3点セット） 
時間　9時30分～15時
持ち物　昼食 
定員　各5人（申込順） 
費用　3,000円 
そのほか　同じ講座
の再受講は不可 
申込方法　5/1（金）9時～電話申込 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22）164･3196　※月曜・祝日休館　

5/16（土） 
石狩病院　市民公開講座 
内容　①助成を利用しての健康診断
②睡眠時無呼吸症候群とその治療 
時間　14時～15時　※申込不要 
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　①健診事業課　梅本 元氏
②内科医師　江口 周生氏
費用　無料 
問合せ　石狩病院 医事課内医療公開講座
窓口174･8611　　 　  

5/16（土） 
第56回 石狩の古老に話を聞く会
　本町在住で石狩尚古社資料館館主の中
島勝久さんに「新発見の吉田松陰の書な
どについて」のお話をしていただきます。 
時間　13時30分～　　費用　200円 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000  

5/16（土）      
第6回医療公開講座　

「骨粗しょう症教室」
　皆さんは「骨粗しょう症」についてどこ
までご存じですか？　なぜ治療が必要な
のか、どのような検査が必要なのか、食事
の注意点、日常の運動方法などこの機会
に勉強してみませんか。
内容　①講義（概論、検査、食事、運動につ
いて） ②体操指導 
時間　14時～15時30分 
定員　20人（申込順）　　費用　無料 
場所・申込・問合せ　花川整形外科医院
（花川南3･4）173･1881

5/16（土）      
石狩市総合型地域スポーツクラブ
「アクト」無料体験会

　定期で開催されているプログラムを体験し
ていただきます。　※申込不要。直接会場へ
時間　10時～15時30分  
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
内容・時間　開会式・準備体操10時～／
ジュニアテニス体験・ジュニアチャレンジ
（体操）体験10時15分～11時／食育講座
11時10分～11時30分／ひざ痛こし痛元
気運動、ラダーウオーキング体験11時45分
～12時15分／ミニコンサート12時30分～
13時／ヨガ体験13時～13時20分／ニュー
スポーツ体験13時30分～14時30分／エア
ロビクス体験14時30分～15時
講師　当クラブ インストラクター 
持ち物 運動靴、タオル、水分
費用　無料 
そのほか　参加記念品をプレゼント
問合せ　（一社）アクト・スポーツプロジェクト
162･8162

5/16（土）･30（土） 
NPO法人石狩市文化協会主催文化講座

世界の愛唱歌を歌おう
　カンツォーネ・シャンソン・日本の歌を言
葉の美しさを味わいながら歌います。 
対象　成人（高齢者の方も歓迎） 
時間　10時～11時30分 
場所　学び交流センタ－（花川北3・3　旧
紅葉山小学校） 
講師　札幌学院大学講師、石狩市音楽家・
音楽団体協議会会長　山口 哲則氏 
定員　30人
費用　600円   
申込期限　5/11（月） 
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会
事務局1575･1288　

5/16（土） 
廃材木工講座　ベンチ（2人掛け用） 
時間　9時30分～12時 
定員　各5人（申込順）　　費用　1,200円 
そのほか　昨年受講の方は不可 
申込方法　5/1（金）9時～電話申込 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22）164･3196　※月曜・祝日休館

5/17（日） 
講座「絵本を楽しむ」
　日本の昔話絵本を読みます。 
時間　11時～12時 
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 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000   

5/18（月）   
寄せ植えを楽しむ会
　季節のお花を寄せ植えしてみませんか！
対象　高校生以上　　時間　10時～12時
場所　学び交流センター（花川北3・3　旧
紅葉山小学校） 
持ち物 移植ゴテ、軍手、持ち帰る際の袋など 
定員　20人（申込順） 
費用　会員500円、ビジター1,000円 
申込方法　電話申込　※平日9時～17時 
申込・問合せ　（一社）アクト・スポーツプ
ロジェクト162･8162 

5/19（火）～22（金）
総合治水推進週間パネル展
　水害、土砂災害の写真などを展示します。
場所　市役所1階ロビー（花川北6･1）
問合せ　 管理課172･6122　

5/20（水）
ファミサポ出前こっこひろば

　　　就園前の親子の出会いの場にも
なっています。楽しく遊びながら会員交流
しませんか？ 当日の会員登録もできます。
木のおもちゃ、おままごと、わらべ歌遊びほか。 
時間　10時～12時 
場所　パストラル会館（樽川6･2）
問合せ　いしかりファミリー・サポート・セン
ター172･5552　※平日9時～17時 
　  
5/23（土） 

自然観察会
～厚田､浜益の自然巡り～

　厚田､浜益に広がる山々と海が織りなす自
然豊かな場所を巡り､春の草花を観察します。 
対象　小学生以上 　時間　 9時～16時
講師　自然観察指導員　若松 隆氏 
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 
定員　30人（申込順） 
費用　大人300円（中学生以下100円） 
申込方法　5/1（金）～20（水）に電話またはファクス 
申込・問合せ　環境保全課172･3269
575･2275


