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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

市公民館
花川北6-1-42　174-2249

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

リサイクルプラザ
新港南1-22-63　164-3196

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

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

こども未来館「あいぽーと」
花川北7-1-22　176-6688

ロビーコンサート
　アルバ･コラーレ

　来年結成30周年を迎える、石狩で最初に誕
生した合唱団の歌声をお楽しみください。
日時　12月7日（水）12:30 ～ 12:50
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　12月15日（木）15:00 ～ 17:00
申込・問合せ　協働推進･市民の声を聴く課
172-3153

第9回石狩こだわり師走市
　地場の花鉢や農産物、地域の人々のこだ
わりの手作り品の数々を販売。お正月やクリ
スマスに使えるものもたくさんあります。
日時　12月3日（土）10:00 ～ 15:00
主催・問合せ　NPO法人ひとまちつなぎ石
狩　160-2722

包丁とぎ講座
日時　12月8日（木）・9日（金）・10日（土）
9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
定員　各日5人（先着順）
費用　500円
申込方法　12月1日（木）9:00 ～電話で申し
込み　※月曜･祝日休館

石狩紅太鼓 15周年記念公演
　和太鼓の音色をお楽しみください。
日時　12月4日（日）13:30 ～（開場は13:00。
入場無料）
問合せ　鈴木さん　175-2556

ふまねっと運動教室
日時　12月8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　12月7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

クリスマスコンサート2011
　市内中学・高校の吹奏楽部と石狩エンジェ
ルクレア少年少女合唱団、南線小学校リコー
ダークラブによるコンサート。入場無料。
日時　12月10日（土）13:00～（開場は12:30）
問合せ　社会教育課　172-3173

ワンコイン国際交流プログラム
第3弾　イングリッシュ・チャットカフェ

　カナダ・オンタリオ州出身のショーン・パター
ソンさんを囲んで「英語でおしゃべり」しませ
んか？　カナディアン・ティーも楽しめます。
対象　簡単な英会話ができる方
日時　12月18日（日）
13:00～14:30
定員　12人（最少催行人数8人）
費用　500円
申込締切　12月13日（火）
申込・問合せ　NPO法人石狩国際交流協会
162-9200

新石狩ブランドテスト販売及び
農商工連携セミナー in 石狩
　石狩商工会議所が進めている、石狩ブラ
ンド推奨品（「さくらんぼビール」など）のお
披露目とテスト販売を行います。石狩地域内
の農商工連携や食クラスターのセミナーを
同時開催。発酵学の第一人者からお話を伺
います。入場無料。
日時　12月20日（火）テスト販売　11:30～
15:00 ／セミナー　13:00～14:30
講師　小泉 武夫氏（東京農業大学名誉教授・
農学博士）
定員　200人
申込締切　12月13日（火）
申込・問合せ　商工労働観光課
172-3166

講座「木を育む」
対象　小学生（親子可）
日時　平成24年1月6日（金）9:30 ～ 12:00
内容　ドングリを通じた学習・実技体験
持ち物　筆記用具、軍手　　定員　20組
申込・問合せ　いしかり森林ボランティア「ク
マゲラ」　関さん　174-4502

手打ちそば講習会
日時　12月18日（日）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）
申込期間　12月1日（木）～ 11日（日）
申込･問合せ　いしかり手打ちそば同好会
小林さん　164-0117

サッカー体験会 in あいぽーと
対象　小学生～高校生
日時　12月11日（日）男子13:00 ～ 13:30、
女子13:30 ～ 14:00
持ち物　運動できる服、靴

地域交流事業
　コーディネーション運動で
　動ける身体づくり　第3弾

　思い通りに身体を動かせる身体づくりを
目指し、これからの冬に備えます。
対象　60歳以上
日時　12月13日（火）
10:00 ～ 11:00
持ち物　運動できる服装、
靴
定員　10人
申込締切　12月12日（月）

冬の体力測定～目指せ全国平均値
対象　小学生～高校生
日程・内容　①反復横とび編　12月5日（月）・
6日（火）・8日（木）・10日（土）・11日（日）
②上体おこし編　12月12日（月）・13日（火）・
15日（木）・17日（土）
③握力編　12月19日（月）・20日（火）・22日
（木）・24日（土）・25日（日）
時間　16:00 ～ 18:00　※土曜・日曜は14:00
～ 18:00
持ち物　運動できる服装、靴

サッカーミニ大会 in あいぽーと
対象　小学生～高校生
日時　12月25日（日）男子13:00 ～ 13:30、
女子13:30 ～ 14:00
持ち物　運動できる服装、靴
申込締切　12月24日（土）
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「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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ＪＡいしかり地物市場 とれのさと
樽川120-3　173-4500

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

そのほか

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

ク
　12月の休館日

月曜休館　5日・12日・19日・26日
年末年始　29日（木）～ 1月3日（火）

本の特集コーナー
本館　「楽しみ方いろいろ！わくわくクリスマス」
分館　花川南　「お掃除・家事のコツ」
八幡　「2012年はタツ年です」
厚田　「いろいろ12カ月」
浜益　「知っていますか～えりすいしかり
ネットテレビ」

本館おはなし会
日時　12月3日（土）･10日（土）･17日（土）･18日
（日）･25日（日）11:00 ～ 11:30

人権週間パネル展
日時　12月6日（火）～ 9日（金）
内容　北朝鮮当局による拉致問題を考える
主催　札幌人権擁護委員協議会石狩部会
問合せ　市民生活課　172-3191

もっと知ろう石狩の歴史
石狩市の遺跡と世界遺産
　石狩の遺跡は、北海道縄文遺跡の中でど
のような意義を持っているのか。長年にわた
り北海道の遺跡発掘と保護に取り組む専門
家にお話を伺います。
日時　12月3日（土）13:30 ～ 15:00
講師　畑 宏明氏（北海道埋蔵文化財センター
常務理事、札幌国際大学非常勤講師）
定員　60人（申込不要）
問合せ　いしかり砂丘の風資料館
162-3711

えい･あい館映画上映会
「雪豹（ゆきひょう）」
日時　12月4日（日）14:00 ～ 15:20

名作を楽しむ会
ワールドトラベル「ドイツ」
日時　12月8日（木）13:00 ～ 14:10

サイエンスプラザ石狩
　12月のテーマは「雪の赤ちゃんダイアモン
ドダストと雲の実験」。
対象　小学1年生以上
日時　12月10日（土）13:30 ～ 15:00
※子ども科学実験室は13:30 ～ 14:15
　 http://www.geocities.jp/science_iii/

第35回石狩の古老に話を聞く会
日時　12月17日（土）13:30 ～
内容　花川北在住の田中實さんに「花川北・
南の移り変わり」について聞く
費用　200円
申込・問合せ　いしかりまちづくり協議会　
三島さん　174-2039

子母澤 寛生誕120周年記念展示
「子母澤 寛の世界」
日程　12月17日（土）～平成24年4月22日
内容　厚田が生んだ時代小説の巨匠「子母澤
寛」の自筆原稿、書簡、色紙、初版本など、市民
図書館所有の全資料を紹介

あかちゃんと絵本のへや
日時　12月20日（火）11:00 ～ 12:00

NPO法人石狩市文化協会主催
文化講座「世界の愛唱歌を歌う」
対象　学生、社会人
日時　平成24年2月8日（水）･15日（水）10:00 ～
11:30
内容　カンッオーネ・シャンソンを日本語の
歌詞で歌う
持ち物　筆記用具
定員　20人
講師　山口 哲則氏（札幌学院大学非常勤講
師、NPO法人石狩市文化協会会長）
費用　1,000円　※1回のみも可（500円）
申込締切　1月下旬
申込･問合せ　NPO法人石狩市文化協会　
1575-1288

パワーリハビリ
対象　65歳以上で転倒危険度の高い方　
※健康状態などで参加できない場合あり
日時　平成24年1月5日（木）～3月26日（月）
の毎週月曜・木曜（全24回）10:00 ～ 11:30
内容　マシンを使用した筋力トレーニング、
バランス訓練、ストレッチ体操など
定員　12人　※申込多数時選考
費用　2,000円（保険料含む）
申込締切　12月16日（金）
申込・問合せ　地域包括
支援センター
172-7017

　とれのさと企画「お正月料理講習会」

日時　12月12日（月）10:00～12:30
費用　900円

浜梨かふぇ「クリスマス★キッシュ料理講習会」

日時　12月15日（木）10:00～12:00
費用　500円

　共通事項

持ち物　エプロン、三角巾、タオル
定員　各日20人
申込方法　講習名、氏名、年齢、連絡先をファ
クスで連絡　573-4502

ウオー9の日イベント
　いしかり･楽しく歩き隊考案
　のコースを歩こう！

日時　12月9日（金）10:00 ～ 12:00（申込不
要）　※荒天中止
集合場所　花川北コミセン
内容　花川北コミセン～花川北地区を巡る
約６㎞のコースを歩く
持ち物　飲み物
問合せ　スポーツ健康課　172-6123

　いしかり市内おすすめ
　ウオーキングMAP

　いしかり・楽しく歩き隊が
作ったウオーキングコースを
1冊のマップにまとめました。
マップを手に、まずはお住まいの地区にある
コースを歩いてみませんか？　身近な場所な
のに知らなかった、新たな発見がありますよ。
配布場所　市役所、りんくる、市民図書館、各
コミセン（市HPからも入手可）
問合せ　スポーツ健康課　172-6123

ありがとう！ 石狩鮭醤油らーめん
1周年記念キャンペーン
　雑誌「ラーメンWalker北海道2012」
　（12月9日発売予定）コラボ企画

　8月に累計1万食を超えた「石狩鮭醤油
らーめん」が、12月1日に発売1周年を迎え
ます。市内の「石狩麺恋会」加盟店で「石狩鮭
醤油らーめん」を注文すると、その場で抽選
に参加できます。
日程　12月9日（金）～平成24年1月31日（火）
賞品　※複数応募可
【特賞】いしかり特産
詰め合わせ（5,000円
相当）×4本
【1等賞】いしかり特産
詰め合わせ（2,500円相当）×4本
【2等賞】鮭醤油セット（1,190円相当)×4本
【3等賞】石狩麺恋会クーポン（500円相当）×
20本
【温泉賞】浜益温泉ペア入浴券（1,000円相
当）×10本
【Walker賞】ラーメン番長手拭い（非売品）
×20本
実施店　茨戸ガーデン、炭焼やきとり 石鉄
田むら、ラーメン味の五六八、アウトドアカ
フェ 野菜香房、麺や 雅、美食工房 花、くいど
ころ てつぞう、鮨爽醇鳥 ひだか、ザ・吉岡、
シーフードレストラン オールドリバー、はま
恋食堂(浜益温泉内)
※地産地消とみき、カントリーキッチン・アン
は冬季休業のため、キャンペーン不参加で
す。詳しくは市ＨＰ、観光協会ＨＰをご覧くだ
さい
抽選日　2月14日（火）
問合せ　石狩麺恋会事務局（商工労働観光
課内）　172-3166

●


