
262011.6

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

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

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

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

8月号は6/30●まで木

ロビー展
　グループ・ノースポール水彩画展
　身近なモチーフを枠にとらわれず自由に
表現した、水彩画や絵手紙などの作品をご
覧ください。
日時　6月20日（月）～ 24日（金）9:00 ～ 17:00
（初日は10:00から、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　6月23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

バドミントンに挑戦！
対象　小学生以上
日時　①体験会…6月5日（日）
13:00 ～　②ミニ大会…
6月26日（日）13:00 ～
そのほか　マイラケット
持ち込み可。運動靴持参

アイロンビーズで小物を作ろう
対象　小学生以上
日時　6月6日（月）13:00 ～
定員　10人

スタジオ研修
　中高生でバンドの練習がしたい人は、必ず
全員に受けてもらう研修です。
日時　6月18日（土）・25日（土）11:00 ～
定員　3組（先着順）

ふまねっと運動教室
日時　6月9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
申込方法　氏名、住所、電話番号をファクス
で連絡
申込締切　6月8日（水）
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

2011きずな 東日本大震災
チャリティーオールディーズダンスパーティー
日時　6月11日（土）18:00 ～ 20:00
費用　チケット代1,000円（当日券あり）
問合せ　石狩商工会議所女性会
172-2111

第6回初夏のガーデニング講習会
　花で楽しむガーデンづくり
対象　市民
日時　6月18日（土）10:20 ～ 12:00
定員　50人（先着順）
申込締切　6月8日（水）
申込・問合せ　石狩総合管理協同組合　
176-2233

まちづくりラウンドテーブル第5弾
ゆるやかにつながる
　地域のつながりをみんなで話し合いませ
んか。
日時　6月23日（木）18:00 ～
語り手　市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人エルサ

上級手話講習会
対象　手話による会話が自由にできる市民
で、手話通訳者を目指す方
日時　7月6日～ 11月30日の毎週水曜
18:45～20:45　（11月23日を除く全21回）
定員　10人（事前に面接を行います）
費用　テキスト代のみ
申込締切　6月15日（水）
申込・問合せ　障がい支援課　172-3194

あかちゃんと絵本のへや
日時　6月28日（火）11:00 ～ 12:00

図書館講座「石狩の海と松本十郎」
　『さらば・・えぞ地－松本十郎伝』を著した
北国 諒星氏（ノンフィクション作家）を招き、
幕末の浜益にあったハママシケ陣屋を守る
庄内藩士の一人、石狩に縁の深い松本十郎
について考えます。
日時　7月2日（土）14:00 ～ 16:00

　6月の休館日
月曜休館　6日・13日・20日・27日
月末図書整理日　24日（金）

本の特集コーナー
本館　「環境月間」
分館
花川南　　「園芸・ガーデニング特集」
八幡　「無農薬にこだわって作る」
厚田　「雨の日にはエッセイでも…」
浜益　「絵本のなかのお父さん」

本館おはなし会
6月4日（土）・11日（土）・18日（土）・19日
（日）・26日（日）11:00 ～ 11:30

えい・あい館映画上映会
「伊丸岡秀蔵のあしあと」
日時　6月5日（日）14:00 ～ 16:00
内容　シルクロードと少数民族、ハワイ島の
マグロ釣り ほか

名作を楽しむ会「日本の祭り」
第６巻「山車」
日時　6月9日（木）13:00 ～ 13:45

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。6月
のテーマは「リサイクルで紙づくり」。
対象　小学1年生以上
日時　6月11日（土）13:30 ～ 15:00　
※子ども科学実験室は13:30 ～ 14:15
費用　無料
　http://www.geocities.jp/science_iii/

図書館雑誌リサイクル広場
　保存期間を過ぎた雑誌をお譲りします（市
民限定、冊数制限なし）。
日時　6月18日（土）10:30 ～ 15:00

第32回石狩の古老に話を聞く会
　北生振在住の石山俊一さんに「北生振の
話と石狩のごみの歴史」についてお話を聞
きます。
日時　6月18日（土）13:30 ～
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

こども司書「第1期生」養成講座
　学校や地域で活躍する「こども司書」を養
成します。
対象　小学5年生～中学3年生
日程　6月25日（土）からの隔週土曜（全9回）
費用　2,000円（講座で使用する本の購入
費）
主催・申込・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
176-6688
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石狩浜海浜植物保護センター
弁天町48-1　160-6107

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

B＆G海洋センター
花畔337-4　164-6010

いしかり砂丘の風資料館
弁天町30-4　162-3711

サン・ビレッジいしかり
新港中央1-701-1　164-1006

リサイクルプラザ
新港南1-22-63　164-3196

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

●

エンジョイスポーツ教室
対象　市内在住・在勤の方
日時　①6月9日（木）　②6月13日（月）
③6月16日（木）19:00 ～ 21:00
内容　①ビューティーリンパマッサージ　②ブ
レスダイエット　③姿勢改善エクササイズ
講師　フィットネスインストラクター
山田 泰子氏
定員　40人
費用　1回600円、3回券1,700円
申込締切　6月3日（金）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会
164-1220　564-1222
　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

はじめてのスイミング教室
対象　市内の小学1～ 3年生
日時　①7月5日（火）・6日（水）・7日（木）・12
日（火）・13日（水）15:30 ～ 16:30
②7月26日（火）・27日（水）・28（木）・29日
（金）、8月1日（月）13:30 ～ 14:30、14:45 ～
15:45、16:00 ～ 17:00　※全5回、4コース
場所　①厚田スポーツセンター　②Ｂ＆Ｇ海
洋センター
定員　①10人　②30人
費用　2,500円（保険料含む）
申込締切　①6月28日（火）　②7月15日（金）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

マリンスポーツ教室
対象　市内の小学4～ 6年生
日時　①事前研修… 7月26日（火）・27日
（水）12:00 ～ 15:00　※2日間のうち、いず
れか１日にご参加ください
②体験研修… 7月29日（金）9:00 ～翌日
15:00（1泊2日）
場所　①Ｂ＆Ｇ海洋センター　②砂川市Ｂ＆
Ｇ海洋センター
内容　カヌー・ヨット体験、ロープワークなど
定員　40人（先着順）
費用　3,000円
申込締切　6月24日（金）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

やさしい書道教室
対象　大人
日時　7月1日・15日、8月5日・19日、9月2日・16
日（すべて金曜）10:00 ～ 12:00（全6回。1回ごと
の受講も可）
講師　浅野 玉城氏（国際現代書道展会員、
毎日書道展会友）
持ち物　書道用具一式、新聞紙、ぞうきんなど
定員　15人（先着順）
費用　1回500円
申込・問合せ　ＮＰＯ法人石狩市文化協会事
務局　1575-1288

普通救命講習会
対象　高校生以上
日時　6月5日（日）9:30 ～ 12:30
内容　心肺蘇生（そせい）やAEDを用いた
講習など
持ち物　筆記用具、動きやすい服装
費用　無料　　申込締切　6月4日（土）

着衣水泳講習会
対象　クロールで25m以上泳げる小中学生
日時　6月26日（日）10:00 ～ 12:00
内容　おぼれた時の対処を学ぶ
持ち物　ぬれてもよい衣服（Ｔシャツなど）、
スイミングキャップ
定員　20人　　費用　280円（入館料）
申込締切　6月20日（月）

夏休み短期水泳教室　
対象　5歳（年長）～小学生の初心者
日時　①7月26日（火）～ 30日（土）　②8月1日
（月）～ 5日（金）9:30 ～ 10:30　※5日間
定員　各コース50人（先着順）
費用　4,500円（スクール生は4,000円）
申込方法　6月1日（水）～ 7月10日（日）に費
用・印鑑を持参し申し込み

テニス教室
対象　市民
日時　6月26日（日）①10:00 ～ 12:00　
②13:00 ～ 15:00
講師　田村 伸也氏（ブリヂストンスポーツ所
属、日本オリンピック委員会委員強化スタッフ）
費用　1人1回500円
申込・問合せ　石狩テニス協会　池田さん
　yukio-ike@nifty.com

包丁とぎ講座
日時　6月9日（木）・10日（金）・11日（土）・23日
（木）・24日（金）・25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　6月1日（水）9:00 ～電話で申し
込み　※月曜・祝日休館

自然観察会「海辺の風景再発見の旅」
　石狩海岸の魅力ポイントをバスで巡ります。
対象　小学4年生以上　日程　6月25日（土）
集合　9：00札幌駅北口バスターミナル（解
散16：00）、または9：30市役所駐車場（解散
15：30）
持ち物　昼食、帽子、雨具、筆記用具など
定員　40人（先着順）
費用　300円　※中学生以下100円
申込締切　6月19日（日）

野外講座　地層と化石
　800万年前の地層と化石を見て、触って、採
集して、生命と地球の歴史を読み取ります。
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
日時　6月18日（土）13:00 ～ 17:00
場所　厚田区の海岸など　※集合・解散は
市役所（バスを用意します）
持ち物　野外活動のできる服装、長靴、軍
手、お持ちの方はハンマーなど
定員　20人（先着順）
申込方法　6月2日（木）～ 15日（水）に電話
で申し込み

水道施設を見学しよう
　6月1日（水）～ 7日（火）は第53回水道週
間です。期間中、水道に対する理解と関心を
深めていただくため、施設を開放します。
日時　6月1日（水）～ 3日（金）、6日（月）・7日
（火）10:00 ～ 15:00　※10人以上の団体
は期間外でも見学可（要予約）
場所・申込・問合せ　花川南浄水場（花川南
4-3）　173-4311

おはよう太極拳
　太極拳サークルのメンバーが早朝太極拳
を行います。初心者歓迎。
日時　6月4日（土）・7月2日（土）6:30 ～ 7:00
※雨天中止
場所　石狩ふれあいの杜公園芝生広場（樽
川4-1）
問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

楽々レクリエーションの集い
　中高年の方を対象に、ストレッチ体操・
ゲーム・工作などを楽しみます。 
日時　6月14日（火）10:00 ～ 11:30
場所　花川中央会館（花川南1-4 宮崎歯科
医院裏） 
持ち物　上履き、ストッキング、飲み物 
費用　300円 
申込・問合せ　安田さん　174-6196
574-6198

花めぐりバスツアー
　滝野すずらん丘陵公園　見学と研修会
日時　6月19日（日）9:00 ～ 17:00
集合場所　8:45市役所来客用駐車場
持ち物　昼食
定員　30人（先着順）
費用　700円（65歳以上の方は600円）
申込方法　6月10日（金）8:45以降に申し込
み（電話のみ）
申込・問合せ　フラワーマスター連絡協議会
事務局（都市整備課内）　172-3139


