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本欄へ掲載希望の方は、上記日付までに秘書広
報課窓口に持参（平日）・郵送・ファクス・Eメー
ルのいずれかで提出してください。掲載につい
ては、秘書広報課で判断させていただきます。

小学生対象 就学前児童対象

いしかり市民カレッジ

こども未来館「あいぽーと」
花川北7-1-22　176-6688

市公民館
花川北6-1-42　174-2249

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

当日の午前中までに電話で
お申し込みください

リサイクルプラザ
新港南1-22-63　164-3196

市民活動情報センター「ぽぽらーと」
花川北3-2（花川北コミセン内）　177-7070

1月号は11/30●まで水

ロビー展
　木目込み人形展　かのこ会

　江戸元文年間に京都で誕生したとされ
る、やわらかな顔が持ち味の木目込み人形
をご覧ください。
日時　11月7日（月）～ 11日（金）9:00 ～ 17:00
※初日13:00 ～、最終日12:00まで
問合せ　社会教育課　172-3173

市長室開放
　より良いまちづくりのため、市長と気軽に
語り合いませんか。
日時　11月21日（月）15:00 ～ 17:00

申込･問合せ　協働推進･市民の声を聴く課
172-3153

手打ちそば講習会
日程　一般の部11月13日（日）、子どもの部
11月20日（日）
時間　午前の部10:00～、午後の部13:00～
持ち物　バンダナなど髪を覆うもの、エプロ
ン、手ぬぐい、そば持ち帰り用の容器
定員　各回10人（先着順）
費用　1,500円（材料費込み。小中学生は
700円） 
申込締切　各開催日の3日前
そのほか　子どもの部は小学4年生～中学3
年生。小学生は保護者同伴
申込・問合せ　いしかり手打ちそば同好会
小林さん　164-0117

　包丁とぎ講座

日時　11月10日（木）・11日（金）・12日（土）
9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
費用　500円

　布ぞうり作り講座

日時　11月11日（金）・12日（土）9:30 ～ 12:00
持ち物　古着（浴衣、バスタオルなど）　
※古着がなくても参加可
費用　300円

　愛犬ウエア作り講座

日時　11月11日（金）・12日（土）9:30 ～ 12:00
持ち物　古着（トレーナー、Ｔシャツなど）
※古着がなくても参加可
費用　500円
そのほか
愛犬の首回り・胴の
長さ・胴回りを測っ
てきてください

　共通事項

定員　各日5人（先着順）
申込方法　11月1日（火）9:00 ～電話で申し
込み　※月曜・祝日休館

第2回バドミントン体験会
対象　小学生～高校生
日時　11月6日（日）13:00 ～ 13:40
持ち物　運動できる服装、靴

秋の体力測定
対象　小学生～高校生
日時・内容
①立ち幅とび編　11月7日（月）・8日（火）・
10日（木）・13日（日）16:00 ～ 18:00
※13日のみ14:00 ～ 18:00
②長座体前屈編　11月14日（月）・15日（火）・
17日（木）・19日（土）16:00 ～ 18:00
※19日のみ14:00 ～ 18:00
③50m走編　11月21日（月）・22日（火）・24日
（木）・26日（土）・27日（日）16:00 ～ 18:00
※26・27日は14:00 ～ 18:00
持ち物　運動できる服装、靴

スタジオ研修
対象　バンド活動をしたい中高生
日時　11月26日（土）11:00 ～ 13:00
持ち物　ギター、ベースなど自分の楽器 
定員　12人　

第2回バドミントンミニ大会
対象　小学生～高校生
日時　11月27日（日）13:00 ～ 14:00
持ち物　運動できる服装、靴
定員　10人
申込締切　11月26日（土）

第24回いしかり菊花展
日時　11月1日（火）～ 3日（木・祝）9:30 ～ 17:00
内容　大菊・小菊の展示 
そのほか　各日10時～ 15時にお茶席あり
（1日：遠州流、2日：裏千家、3日：表千家）
問合せ　瀬野さん　174-0229

第12回石狩福祉芸能チャリティ
　収益金は福祉団体へ寄付します。 
日時　11月6日（日）10:00 ～ 18:00（開場9:30）
内容　ステージ（踊り）、売店ほか
費用　入場券500円（当日券あり）
問合せ　大会長　間ヶ敷さん　173-3987

第22回水彩サークルせぴあ展
日程　11月7日（月）～ 13日（日）
内容　会員（14人）による静物・風景・人物な
どの水彩27点ほど　※初日12:00～、最終
日12:00まで
問合せ　岩佐さん　174-7106

ふまねっと運動教室
日時　11月10日（木）10:30 ～ 12:00
持ち物　底の平らな靴
定員　15人（先着順）　　費用　300円
申込締切　11月9日（水）、当日でも可
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

2011ジョブフェアいしかり
　人材を求めている企業が集まり、求職者
の方に合った仕事を探す場を提供します。参
加無料、入退場自由、履歴書不要。
日時　11月20日（日）10:00 ～ 15:00
内容　企業説明ブース、就業アドバイザー相
談コーナー、就職支援セミナー（13:00 ～
13:50「企業が求める人物とは？」、14:00 ～
14:50「キャリアアンカーを受けて自分の価
値を知ろう」）
問合せ　商工労働観光課　172-3166

石狩産の稲穂でお正月かざり
日時　11月26日（土）10:00 ～ 12:00
講師　農業女性グループ「サークルスタディ」
定員　12人（先着順）　　費用　1,800円
申込・問合せ　NPO法人ひとまちつなぎ石
狩　160-2722

個人向けパソコン基礎講座
「ワードでチラシをつくろう！」
日時　11月24日（木）・25日（金）15:00 ～ 17:00
持ち物　パソコン（無い方は要相談）
定員　5人（先着順）
費用　各日1,000円



「イベントいろいろ」の読み方　　〈申込・問合せ〉の記載がないときは、開催場所までご連絡ください。
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市民プール
花川北3-2-198　174-6611

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

花川南コミセン
花川南6-5-27　173-5300

ＪＡいしかり地物市場 とれのさと
樽川120-3　173-4500

B＆G海洋センター
花畔337-4　164-6010

●

子ども達の生活環境を考える集い
日時　11月18日（金）19:00 ～
内容　携帯電話や薬物使用に関するビデオ
を鑑賞し、参加者による意見交流を行う
主催　花川南地区青少年健全育成協議会
問合せ　南線小学校　関根さん　173-2042

道産豚バラ肉でベーコンをつくっ
てみよう
日時　仕込み　11月20日（日）9:30 ～
燻煙　11月27日（日）9:30 ～
講師　長 良幸氏（1.5ファーム／厚田区古潭）
定員　20人
費用　1,500円　※豚肉代は別途必要
申込締切　11月13日（日）
問合せ　石狩市民講座「萌木」　笠原さん
1573-6862

童謡を歌う会
日時　11月28日（月）13:00 ～ 15:00
講師　越野 智恵子氏　　費用　無料
問合せ　童謡を歌う会「ケルツェン」
小笠原さん　174-0403

高血圧予防教室
　薄味でもおいしく食べるこつを学びます。
対象　64歳以下の市民
日時　11月29日（火）10:00 ～ 13:00
内容　講話、減塩料理の調理実習、血圧測定など
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、箸、筆記用具
定員　20人（先着順）　　費用　300円
申込締切　11月22日（火）
申込・問合せ　保健推進課　172-6124

みーやんの浜梨かふぇ企画
フライパンで簡単♪野菜色の石狩パエリア

日時　11月5日（土）10:00 ～ 13:00
費用　900円

きむら果樹園産リンゴのデザートピザ

日時　11月19日（土）10:00 ～ 12:30
費用　800円（フルーツ茶付き）

　共通事項

持ち物　エプロン、タオル2枚、頭に巻くもの
定員　各日10人
申込方法　講座名、氏名、連絡先をファクス
で連絡　573-4502

コミュニティー活性化事業
　第2弾　地域の魅力を体感・地域で
　開店した人の話を聞こう

　旬の食材を使った料理教室も行います。
日時　11月8日（火）15:00 ～
講師　木村 光江氏（浜梨かふぇ）、新津 賢二
氏（アウトドアカフェ 野菜香房）
定員　30人（先着順）　 費用　300円（材料費）
申込・問合せ　地域食堂きずな  177-6393

第22回石狩市社会福祉大会
日時　11月7日（月）13:30 ～
内容　式典･表彰、講演
講師　千葉 忠夫氏（バンク･ミケルセン記念
財団設立者／デンマークにおける社会福祉
活動実践者）
問合せ　市社会福祉協議会　172-8184

離乳食教室
対象　5～ 7カ月のお子さんと保護者 
日時　11月14日（月）13:30 ～ 15:00
内容　保育士による遊びの紹介、栄養士に
よる離乳食の進め方の話、試食など
※託児希望者は申込時に応相談
持ち物　バスタオル・ミルク・おむつなど普段の
外出時の持ち物、母子健康手帳、子ども用スプーン
定員　20組（先着順）
申込締切　11月10日（木）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

いしかり「わい☆わい」スクエア
未来のために、今、大切にしてほしいこと

　Young（若者）がYourself（あなた自身）
のことを考える場所という意味です。大学生
のお兄さん･お姉さんとご飯を作ったり、お話
ししたりして楽しい時間を過ごしましょう。
対象　小学4年生以上
日時　11月26日（土）11:00 ～ 14:00
申込締切　11月18日（金）
申込･問合せ　保健推進課　172-3124

両親教室
日時　11月27日（日）10:00 ～ 12:00
内容　出産･育児の講話、赤ちゃんをお風呂に
入れる練習、お父さんの妊婦疑似体験など
持ち物　母子健康手帳、バスタオル、タオル、
ガーゼハンカチ
申込締切　11月22日（火）
申込･問合せ　保健推進課　172-3124

お口の健康教室
対象　65歳以上の市民
日時　11月28日（月）10:00 ～ 10:45
内容　正しい口腔ケア方法、歯ぐきからの出
血の有無を調べるテスト、歯垢染め出しなど
※個別指導の希望者は申込時に応相談
持ち物　普段お使いの歯ブラシ
定員　12人（先着順）
申込締切　11月21日（月）
申込・問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

介護予防サポーター養成講座
対象　地域で介護予防に関する活動をした
いと考えている方
日時　11月30日（水）13:00 ～ 15:30
定員　20人　　申込締切　11月25日（金）
申込・問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

大人の水泳教室（12・1月分）
日程　①アクアセラピー（毎週月曜、全6回）
②平泳ぎコース（毎週水曜、全6回）
③バタフライコース（毎週金曜、全6回）
④大人初心者コース（毎週土曜、全7回）
⑤ナイト初心者コース（毎週月曜、全6回）
⑥ナイト水中運動コース（毎週木曜、全7回）
時間　①②③9:45 ～ 10:30
④12:30 ～ 13:30　⑤⑥19:30 ～ 20:30
費用　①②③4,200円　④⑥5,600円　
⑤4,800円
定員　10人（先着順）　※最少開講人数5人
申込方法　11月1日（火）～ 26日（土）に費用・
印鑑を持参し申し込み

水上安全法講習会
対象　高校生以上
日時　11月6日（日）10:00 ～ 12:00
持ち物　水着、キャップ、タオル
申込方法　前日までに申し込み（電話可）

水中エアロ体験会
日時　11月12日・19日・26日（全て土曜）
10:30 ～ 11:30
定員　各日20人　※初めての方に限る
申込方法　前日までに申し込み（電話可）

親子スイミング
対象　6カ月～ 3歳未満のお子さんと保護者
日時　12月3日（土）～平成24年1月28日（土）
の毎週土曜（全7回）9:45 ～ 10:30
費用　5,600円
定員　15組（先着順）　※最少開講人数5組
申込方法　11月1日（火）～ 26日（土）に費
用・印鑑を持参し申し込み

冬休み短期教室
対象　5歳～小学生の初心者
日時　12月24日（土）～ 28日（水）9:30 ～
10:30（全5回）
費用　4,500円（スクール生は4,000円）
申込方法　11月1日（火）～ 12月10日（土）に
費用･印鑑を持参し申し込み

やさしい筋力トレーニング教室
対象　原則、60歳以上の市民
日時　12月1日～平成24年1月30日の毎週
月曜・木曜13:00 ～ 15:00　※全15回、祝日
と年末年始は休み
定員　50人
費用　2,000円
申込方法　電話申込後、参加申込書兼誓約書
を提出
申込締切　11月25日（金）　※開催期間中随
時受付
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220


