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1月号の
原稿締切11/30●まで金

本欄へ掲載希望の方は、上記日付までに秘書広報課へ持参（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。
〒061-3292　花川北6条1丁目30-2　574-5581
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11/1（木）～12/2（日）
特別展示「厚田日記」
子母澤寛自筆原稿

　生誕120年を迎えた子母澤寛の故郷厚田を舞
台とした代表作「厚田日記」の自筆原稿を初公開！
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

①11/3（土・祝）　②11/4（日）
寺島先生のコーディネー
ション道場

運動を好きになろう
　今月のテーマは「力かげん」。フラフープ
キャッチにチャレンジしよう。
対象　①小学生　②中・高校生
時間　11：00～11：45   定員　各10人（先着順）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

11/4（日）
えい・あい館映画上映会

「急行列車の贈りもの」（16ミリフィルム上映）
時間　14：00 ～ 15：00
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/5（月）～9（金）
11月のロビー展

ソフトパステルグループ「ソラリス」第一回作品展
時間　9：00 ～ 17：00（初日は10：00から、
最終日は16：00まで）
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
問合せ　社会教育課　172-3173

11/5（月）～10（土）
第23回水彩サークル
せぴあ展

時間　9：30 ～ 21：00（初日は12：00から、
最終日は13：00まで）
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　会員16人の人物、静物、風景などの
水彩画約30点
問合せ　菊地さん　173-1779

11/7（水）～ ※全3回
コミュカフェ創業塾
3回連続セミナーお誘い

対象　地域の資源を生かした飲食店での
起業を考えている方
日程　11/7・14・21（全て水曜）
時間　9：00 ～ 10：30
場所　地域食堂きずな（花川南4-4）
内容　会計経営、マーケティング、事例学習
講師　柴本 岳志氏、太田 明子氏、萬年 暁子氏

定員　15人（先着順・3回とも参加できる方優先）
申込・問合せ　NPO法人ひとまちつなぎ石
狩　160-2722

11/7（水）
「終活」（遺言、お葬式、相続）
無料セミナー

対象　市民　　時間　13：00 ～ 14：00
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　遺言、お葬式、相続の終活について考える
定員　20人（先着順、申込不要）
問合せ　池田法務事務所　172-3558

11/8（木）～10（土）
包丁とぎ講座

時間　9：30 ～ 11：00
定員　各日5人（先着順）　　費用　500円
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
申込期間　11/1（木）9：00から電話申込
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

11/8（木）

文化箏無料講習会

時間　13：00 ～ 14：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
そのほか　お琴無料貸し出しあり
問合せ　石狩ことの会サークル
中駄さん　164-0213

11/8（木）
名作を楽しむ会

四季「富士山」春夏編
時間　13：00 ～ 14：10
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/8（木）
葉ボタンの寄せ植え

時間　13：00 ～ 15：00　　定員　8人
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
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
費用　講習費1,000円＋教材費3,800円ま
たは3,200円
申込・問合せ　小さな花園　元井さん　
1090-6213-3170　572-8397

11/9（金）・10（土）
布ぞうり作り講座

時間　9：30 ～ 12：00

定員　各日5人（先着順）
費用　300円
持ち物　古着（浴衣・バスタオルなど）
※古着がなくても可
申込期間　11/1（木）9：00から電話申込
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

11/9（金）
第23回
石狩市社会福祉大会

～がんばろう東北　東北復興支援ボラン
ティアバス「石狩サーモン号」がつないだ被
災地との絆～
時間　13：30 ～
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　式典・表彰、講演
「被災から復興へ（仮）」
講師　NPO法人グッドネー
バーズ・ジャパン岩手事務所　震災復興
支援部長　武鑓 史恵（たけやり ふみえ）氏
問合せ　市社会福祉協議会　172-8184

11/10（土）・11（日）
第39回石狩管内
郷土芸術祭展示部門

時間　9：00 ～ 17：00（最終日は15：00まで）
場所　学び交流センター（花川北3-3）
内容　石狩管内文化団体による書道、絵
画、陶芸、文芸などの展示
問合せ　ＮＰＯ法人石狩市文化協会事務
局　1575-1288

11/10（土）
楽しい会議の進め方講座

　地域や身近な課題を解決するための進
め方について、一緒に学びましょう。
時間　13：00 ～ 16：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　NPO法人ファシリテーション
きたのわ代表　宮本 奏氏
問合せ　市民活動情報センター
「ぽぽらーと」　177-7070

11/10（土）
あいぽーとワークス

～クリスマス装飾～光の贈り物
　段ボールとカラーセロハンを使ってキ
ラキラ光る大きな造形物をつくろう。
対象　小学生～高校生
時間　10：00 ～ 12：00
申込締切　11/9（金）　　定員　10人
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

ごと
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小中学生が参加できる行事です

11/10（土）
ほっとたいむ
チャリティーコンサート

　ピアノ連弾の魅力をケーキと共に楽し
みませんか？
時間　開場13：00、開演13：30
場所　永泉寺内光浄舎（花川南3-5-20）
費用　800円（ケーキ、飲み物付き）
問合せ　永泉寺　174-0326

11/10（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「ナイトミュージアム」
対象　小学生～高校生   時間　13：00 ～ 15：00
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

11/10（土）
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科学実験室。11月
のテーマは「燃料電池ってなに？」。
対象　小学1年生以上
時間　13：30 ～ 15：00　※科学実験室は
13：30 ～ 14：15
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/10（土）
連続講座
石狩大学博物学部①

時間　13：00 ～ 15：20　定員　各40人（先着順）
場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　1時間目：石狩海洋学／海生動物
ホネホネ論（学芸員：志賀健司）、2時間目：
石狩民俗学／調査こぼれ話（ココヤシとワ
ニ）（学芸員：石橋孝夫）
申込方法　11/9（金）まで電話申込
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

11/10（土）
本格的中華料理
マーボー豆腐を作りましょう！

　豆板醤、ラー油などを使って、簡単・お手
軽にできます。
時間　15：00 ～ 17：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　中国出身の石狩国際交流協会の職
員 金 娜（きん な）さん
定員　25人　  費用　1,000円（材料費込）
持ち物　エプロン、三角巾
申込締切　11/8（木）
申込・問合せ　NPO法人石狩国際交流協
会　162-9200

11/11（日）
養鶏場視察＆
おいしいお好み焼づくり

　高岡の養鶏場を見学後、石狩産食材で

お好み焼きを作ります。
時間　9：30 ～ 15：00　　定員　40人
集合場所　市役所（花川北6-1）  ※各自、車で移動
講師　北海道フードマイスター　木村 光江氏
費用　1,500円（高校生以下1,000円、就学
前児童500円）
持ち物　軍手、タオル、汚れてもいい服装・
靴、皿、箸、コップ
申込・問合せ　るるる♪キッチンガーデンくら
ぶ事務局　栗原さん　1011-736-9811

11/11（日）
第13回石狩福祉芸能チャリティ
芸能の集い

時間　10：00 ～ 18：00　※9：30開場
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　ステージ（踊り）、喫茶・飲食コーナー
費用　入場券500円（当日券あり）
そのほか　収益金は福祉団体へ寄付します
問合せ　実行委員会　間ケ敷（まがしき)
さん　173-3987

11/12（月）・13（火）
子どもの権利パネル展

　子どもの権利条約を知ってもらうため
パネル展を開催します。
時間　10：00 ～ 16：00
場所　市役所１階ロビー（花川北6-1）
問合せ　市民ネットいしかり　172-8161
（平日10:00 ～ 15:00）

11/13（火）
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～

対象　60歳以上　　定員　10人
時間　10：00 ～ 11：00　 申込締切　11/12（月）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

11/14（水）
いしかり地産地消の店・
経営セミナー

　地産地消の店の経営ノウハウや地場産活用ア
イデアを学ぶセミナーです。石狩産の食材を活用
し新商品や新メニューを開発してみませんか？
時間　14：30 ～ 16：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　千葉経営労務事務所　千葉 俊幸氏
申込・問合せ　いしかり地産地消の店推進
協議会事務局　農林水産課内
172-3164

11/17（土）
連続講座
石狩大学博物学部②

時間　13：00 ～ 15：20　 定員　各40人（先着順）
場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　3時間目：石狩歴史文化学／ハマニ
ンニクとアイヌの工芸テンキ（学芸員：荒山
千恵）、4時間目：石狩歴史学／開拓使時代
の洪水対策（学芸員：工藤義衛）

申込方法　11/16（金）まで電話申込
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

11/17（土） ※日時変更になりました
花川中央商店街振興組合
「第８回飲食ハシゴ大会まつり」

時間　19：00 ～ 21：00
内容　①事前にチケットを購入　
②時間内に参加店5店を回って飲食して、チ
ケットに押印してもらい、指定の場所に集合
③事務局が設定した時間（20：30 ～ 21：00）
以降で順位が決まり、1～ 10位の方へ同組
合商品券（参加店で使用可能）を渡します。
おしかった賞（1位の1個前の方）、参加賞あり
定員　60人（先着順）
費用　3,000円（チケット代）
問合せ　花川中央商店街振興組合（花川
南2-2）　172-4575

11/20（火）～26（月）
第54回写真展
石狩写真クラブ

　四季折々に見せる自然の風景、野鳥、動物など。
時間　10：00～17：00（最終日は15：00まで）
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
問合せ　石狩写真クラブ事務局　佐々木
さん　173-8483

11/25（日）
子供の部
手打ちそば講習会

対象　小学4年生～中学3年生
※小学生は保護者同伴
時間　午前の部10：00 ～、午後の部13：00 ～
場所　市公民館（花川北6-1）
定員　各10人（先着順）　　費用　700円
持ち物　三角巾、エプロン、手ぬぐい、手打
ちそば持ち帰り用容器
問合せ　いしかり手打ちそば同好会
総務部　小林さん　164-0117

11/25（日）
講座・絵本を楽しむ

対象　小学生のお子さんと保護者
時間　11：00 ～ 12：00    定員　20組（先着順）
内容　絵本を楽しむ～お菓子の家作り
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
申込期間　10/30（火）～ 11/20（火）
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）　172-2000

11/25（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「ハンドベースボール」

　新しい遊びがみんなのもとに☆かたき
ボールを使って手で打ちます。
対象　小学生～高校生　時間　13：00 ～ 13：50
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

いしかり市民カレッジの講座です
市民図書館　【11月の休館日】月曜休館 11/5・12・
19・26、祝日振替休館 11/27㈫




