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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

石狩浜海浜植物保護センター
弁天町48-1　160-6107

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

花川南コミセン
花川南6-5-27　173-5300

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

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

7月号は5/31●まで火

ごと

総合治水フェアパネル展
　水害・土砂災害の写真などを1階ロビーに
展示します。
日程　5月17日（火）～ 20日（金）
問合せ　管理課　172-6122

ロビー展
　書の研究　石狩市書道協会会員作品展
　創作から臨書、写経など個性豊かで多彩
な作品をご覧ください。　※会員の出品料
は東日本大震災の義援金として寄付します
日時　5月23日（月）～ 27日（金）9:00 ～
17:00（最終日は16:00まで）
問合せ　社会教育課　172-3173

市長室開放
　市民の方はどなたでもお越しいただけま
す。当日の午前中までに電話でお申し込みく
ださい。
日時　5月25日（水）15:00 ～ 17:00
　4月来訪者からの話題
石狩追分・浜益道中唄民謡全国大会の開催
について ほか
申込・問合せ　協働推進・市民の声を聴く課
172-3153

体のゆがみ直しウオーキング
対象　市民
日時　5月6日・20日、6月3日・17日（すべて
金曜）10:00 ～ 11:30
持ち物　上靴、タオル、飲み物
講師　原ヒロコビューティーウォーキングス
クール代表　原 弘子氏
定員　10人       費用　1回2,100円
申込・問合せ　スポーツ健康課　
172-6123

ふまねっと運動教室
日時　5月12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　5月11日（水）
申込方法　氏名、住所、電話番号をファクスで連絡
申込・問合せ　ふまねっとはまなす　
永山さん　1574-7160

文化箏無料体験講座
日時　5月12日（木）・26日（木）13:00 ～
※楽器の貸し出しあり
問合せ　中駄（なかた）さん　164-0213

いしかり市民セミナー
　「すこやかな暮らしのために」
　～前立腺がんは血液検査で早期発見を～
　50歳以上の男性に増え続けている前立腺
がんの早期発見・早期治療について。
対象　市民　　費用　無料
日時　5月21日（土）14:00 ～ 15:00
講師　石狩病院　院長　森川 満氏
問合せ　いしかり市民セミナー事務局
1011-221-0770

石狩翔陽高等学校吹奏楽局
第9回サウンドピクニックコンサート
日時　5月28日（土）14:00 ～
曲目　「ライオンキング」ブロードウェイ・セレ
クションズほか　　費用　無料
問合せ　石狩翔陽高等学校　三浦さん　
174-5771

ガーデニング講習会
日時　5月18日（水）19:00 ～ 20:45
内容　花や土壌の基礎知識 ほか
講師　英国王立園芸協会日本支部　コンテ
ナガーデニングマスター　元井 弘美氏
定員　20人　　費用　300円
申込方法　ファクスで申し込み
申込・問合せ　元井さん　572-8397

童謡を歌う会
日時　5月30日（月）13:00 ～ 15:00
講師　越野 智恵子さん　　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

スッキリ！ 健康ダイエット教室
対象　74歳以下の運動に支障のない市民
日時　6月1日・8日・15日・22日・29日（す
べて水曜）10:00 ～ 12:00
※全5回。6月8日は調理実習13:00まで
内容　自宅で簡単にできる運動、ヘルシーメ
ニューの調理実習、講義など
定員　20人（先着順）　　費用　500円
申込締切　5月20日（金）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

リサイクルプラザ講座
　包丁とぎ講座
日時　5月12日（木）・13日（金）・14日（土）
9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
費用　500円
　廃材木工講座
　3種類の中からお好きな講座を選択して
ください。　※昨年受講された方はご遠慮く
ださい
日程・内容　①5月19日（木）・28日（土）魚干
しストッカー　②5月20日（金）・27日（金）
ダックスティッシュボックス　③5月21日
（土）・26日（木）折りたたみ式花台
時間　①9:30 ～ 15:00（昼食持参）
②③9:30 ～ 12:00
費用　①③1,000円　②500円
　布ぞうり作り講座
日時　5月27日（金）・28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
　共通事項
申込期間　5月6日（金）9:00 ～　電話で申
し込み　※月曜・祝日休館
定員　各日5人（先着順）

石狩浜マクンベツ湿原
野鳥と花の観察会
対象　小学４年生以上（小学生は保護者同伴）
日時　5月14日（土）9:00 ～ 15:00　
※9:00市役所駐車場集合
持ち物　昼食、筆記用具、お持ちの方は双眼
鏡、動きやすい服装（雨具・防寒着は適宜）
講師　石狩鳥類研究会　樋口 孝城氏ほか
定員　30人（先着順）
費用　高校生以上300円、中学生以下100円
申込締切　5月11日（水）
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護セン
ター　160-6107　
　ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

記録に挑戦！
　体力測定ゲームをやります。参加自由。
対象　18歳まで
日時　5月3日（火・祝）～ 5日（木・祝）10:00 ～

卓上べんり棚作り
対象　小学5年生以上
日時　5月3日（火・祝）・4日（水・祝）13:00～
定員　10人　　費用　500円

ラジコンであそぼう
日時　5月5日（木・祝）11:00～

スライム作り
日時　5月21日（土）10:00～12:00
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市民プール
花川北3-2-198　174-6611

浜益温泉
浜益区実田254-4　179-3617

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

いしかり砂丘の風資料館
弁天町30-4　162-3711

●

かん

カイダコ

　5月の休館日
月曜休館　2日、9日、16日、23日、30日
祝日振替休館　6日（金）、10日（火）、11日（水）

本の特集コーナー
本館　「石狩と海辺」17日（火）～ 31日（火）
分館　3日（火・祝）～ 25日（水）
花川南　「物語のたのしさ」
八幡　「めざせ！ 心とからだの健康」
厚田　「ガーデニング特集～宿根草」
浜益　「花のある生活」

本館おはなし会
日時　5月7日（土）、14日（土）、15日（日）、
21日（土）、29日（日）11:00 ～ 11:30
※7日（土）のみ10:30 ～ 16:00

こどもの読書週間関連事業
　4月23日（土）の「子ども読書の日」から5月
12日（木）までは「こども読書週間」です。子
どもが本に親しみ、読書を楽しむことができ
る企画を行います。
　本の特集展示「本とトモダチ！」
日程　4月23日（土）～ 5月15日（日）
　イベント「本と遊ぼう！！」
お子さんとその保護者に限り、通常より1時
間早く入館いただけます。
日時　5月5日（木・祝）9:00 ～ 10:00
内容　早朝おはなし会、宝さがし

高橋 儀兵衛とトリノ万博
～100年前の万国博覧会に挑んだ男～
　明治時代に石狩町で
サケ缶詰などの製造を
行った高橋儀兵衛氏は、
缶詰のほかスモークサーモンなど水産加工
品の販路を海外に求め、パリ、トリノなどの万
国博覧会に出品しました。100年前の万博の
表彰状をはじめとする貴重な資料から、「国
際派」の実業家高橋儀兵衛を紹介します。
日程　4月26日（火）～ 5月8日（日）
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
「長州ファイブ」（2006年　119分）
日時　5月8日（日）14:00 ～ 16:00

名作を楽しむ会「日本の祭り」
第5巻「喧嘩」
日時　5月12日（木）13:00 ～ 13:50

サイエンスプラザ石狩
　石狩の科学者グループ「サイエンスアイ」
による科学相談室と子ども科学実験室。5月
のテーマは「紙のふしぎな力」。
対象　小学1年生以上
日時　5月14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/

いしかり館めぐりＭＡＰ
作成記念スタンプラリー
　市公民館、いしかり砂丘の風資料館、こど
も未来館、石狩浜海浜植物保護センター、市
民図書館の5館とボランティアが「いしかり
館めぐりＭＡＰ」を作成しました。ＭＡＰを片
手に、仲間や家族と館めぐりを楽しみましょ
う！　5館すべてのスタンプを集めた方先着
30人に景品をプレゼント！
日程　4月29日（金・祝）～

講座・絵本を楽しむ
日時　5月22日（日）11:00 ～ 12:00
内容　「こわいこと」と戦う子どもや大人の話

あかちゃんと絵本のへや
日時　5月24日（火）11:00 ～ 12:00

大人の水泳教室（6・7月実施分）
日程　①大人初心者コース（毎週土曜、全8
回）　②ナイト初心者コース（毎週月曜、全7
回）　③ナイト水中運動コース（毎週木曜、全
8回）　④平泳ぎコース（毎週水曜、全8回）　
⑤バタフライコース（毎週金曜、全8回）
時間　①12:30～13:30　②③19:30～20:30
④⑤9:45 ～ 10:30
定員　10人（先着順）　※最低開講人数5人
費用　①③⑤6,400円　②④5,600円
申込方法　5月1日（日）～ 26日（木）に費用・
印鑑を持参し申し込み

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　6月4日～7月23日の毎週土曜（全8
回）9:45 ～ 10:30
定員　10組（先着順）　※最低開講人数5組
費用　6,400円
申込方法　5月1日（日）～ 26日（木）に費用・
印鑑を持参し申し込み

こどもの日無料開放
対象　中学生まで　※小学生未満は保護者
同伴。保護者は入館料が必要です
日時　5月5日（木・祝）9:30 ～ 21:30
※17:00以降は保護者同伴

テーマ展
「貝蛸大漁！ アオイガイ大量！」
　カイダコは貝殻を持って南の海に漂うタ
コ。その白くて薄い貝殻アオイガイが、2010
年、石狩湾に大量漂着しました。約500個の
アオイガイすべてと、北海道で初めて発見さ
れたカイダコのオスの「交接腕」を初公開！
日程　4月29日（金・祝）～ 6月26日（日）
費用　入館料のみ（大人300円、中学生以下
は無料）

　休館のお知らせ
　6月1日（水）～ 3日（金）は改修工事のため
休館します。 
　露天風呂オープン
オープン日（予定）　4月23日（土）
　八田美津　人形展
　浜益在住の八田さんによる人形展。懐か
しい昭和の浜益をご覧ください。
日程　4月29日（金・祝）～ 5月30日（月）

離乳食教室
対象　5～ 7カ月のお子さんと保護者 
日時　5月16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　5月12日（木）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

両親教室
日時　5月22日（日）10:00 ～ 12:00
内容　出産・育児の話、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　5月18日（水）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

第1回石狩いきいきウオーキング
　海色を感じながら、ゆったりと歩きませんか。
本町地区では、ウオークラリー・お楽しみ抽選会
などの楽しい企画を用意してお待ちしています。
日時　5月29日（日）8:30 ～ 12:30
集合場所　りんくる　※バス送迎あり
コース　石狩湾新港東ふ頭～観光センター
の約5km
定員　100人（先着順）
費用　300円（ウオーキング手帳をお持ちの
方は無料）　※ウオーキングポールを先着
50人に無料貸出
申込締切　5月18日（水）
申込・問合せ　スポーツ健康課　172-6123

手話奉仕員養成講座
対象　初級手話講習会などを修了した中学生
以上の市民（過去3回以上受講した方を除く）
日時　6月6日～11月14日の毎週月曜10:00
～12:00（7月18日、8月15日、9月19日、10月
10日を除く全20回）
定員　15人程度（事前に面談あり）
費用　テキスト代のみ
申込締切　5月18日（水）
申込・問合せ　障がい支援課172-3194

ぎ へ い

詳しくは7ページの
「いしかり博物誌」を
ご覧ください！


