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2月号の
原稿締切12/31●まで月

本欄へ掲載希望の方は、左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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①11/29（木）～ ②12/10（月）～
石狩市指定文化財「旧白鳥番
屋」のジオラマを公開

　浜益区に残る明治時代のニシン番屋
「旧白鳥番屋」の20分の１ジオラマ模型を
展示公開します。建物（写真1）は浜益小学
校の石黒隆校長が、中の人形（写真2）は浜
益在住の人形作家・八田美津さんが製作
したものです。精密な復元模型と八田さん
のユニークな人形によってニシン番屋の
にぎわいが伝わってきます。
日程・場所　①11/29（木）～ 12/9（日）
市民図書館（花川北7-1）　
②12/10（月）～ 26（水）　花川南1条郵便
局（花川南1-2）
問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

①12/1（土） ②12/2（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
　今月のテーマは先月に引き続き「力か
げん」。フラフープキャッチで高得点を目
指そう。
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

12/2（日）
石狩湾の風力発電
学習会

　大型風力発電の建設は石狩市民にどん
な影響をもたらすのか、石狩湾の建設計
画について学びませんか？
時間　13：30 ～ 15：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　北海道自然保護協会会長　北海学
園大学教授　佐藤 謙氏
費用　300円

問合せ　石狩湾岸の風力発電を考える石
狩市民の会　安田さん　1574-6198

12/2（日）
えい・あい館映画上映会

「俺たちの約束」
時間　14:00 ～ 15:00
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

12/3（月）～10（月）
寿窯の陶芸作品展

透かし彫りに挑戦
　作品の展示だけでなく、やきもの作りの
工程、制作の楽しさや難しさなどについて
会員がお話し、児童や市民の方と交流しま
す。　※12/8（土）・9（日）は休み
時間　10:00 ～ 16:00（3日は13：00 ～、10
日は13：30まで）
場所　花川南小学校　地域交流室（花川
南6-5）
問合せ　寿窯　前野さん　
1090-8271-0355

12/6（木）～ ※ほか３回
包丁とぎ講座

日程　12/6（木）・7（金）・8（土）・15（土）
時間　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
申込期間　12/1（土）9：00 ～電話で申し
込み
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

12/8（土）
おもしろサイエンス「カメ
レオンムラサキキャベツ」

お手伝い大募集
　「ミニ児童館こども教室」で子どもたちに
ムラサキキャベツ抽出液を使った実験の
指導を行います。
対象　高校生以上
時間　9：30 ～ 15：30（実験9：30 ～ 12：00、
子どもの指導・サポート13：30 ～ 15：30）

※午後のみ参加も可
場所　八幡小学校（八幡4-167）
持ち物　上靴、筆記用具、昼食
申込締切　12/6（木）
申込・問合せ　NPO教育支援協会北海道
安田さん　1574-6198

12/8（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「ミッキーのクリスマスの贈り物」
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

12/8（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。12月
のテーマは「マイ温度計をつくろう」。
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

12/8（土）
第41回石狩の古老に
話を聞く会

時間　13:30 ～
内容　本町在住の近 恒康さんに「北洋漁
業」のお話を聞きます。
費用　200円
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）　172-2000

12/8（土）
石狩病院　市民公開講座

時間　14:00 ～ 15:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①インフルエンザにご注意を！
・ワクチンはなぜ毎年必要なの？
・もしインフルエンザにかかったら…
②介護保険について～申請からサービス
利用まで～
問合せ　石狩病院医事課内医療公開講座
窓口　174-8611

12/9（日）
石狩追分・
浜益道中唄無料講習会

時間　13：00 ～ 15：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
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小中学生が参加できる行事です

ク

いしかり市民カレッジの講座です

講師　キングレコード　民謡日本一
松木 知一さん
問合せ　松木さん　176-6672

12/9（日）

ウオー9の日イベント

脂肪をためない身体づくり
　冬の間に運動不足で脂肪をためないよう
に、狭い場所でもできる脂肪燃焼ウオーキン
グと代謝を上げるエクササイズを行います。
時間　10:00 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　健康運動指導士　山田 泰子氏
持ち物　飲み物、上靴、タオル、筆記用具
定員　50人（先着順）
費用　500円（はりきりウオーキングラリー
part2参加者は無料）
申込締切　12/6（木）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

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

12/11（火）
「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

12/11（火） ※ほか3回
元気を食べる！
手づくりピザ教室

日程　12/11（火）・14（金）・18（火）・21（金）
時間　10:00 ～ 12:00
場所　エコマイスター良子の店（花川北
6-2　りんくる東口向かい黄色の建物）
持ち物　エプロン・手拭き
定員　各日4人
費用　1回500円
問合せ　久保さん　1090-2057-4020

12/13（木）・20（木）
ふまねっと健康教室

時間　10:30 ～ 12:00
場所　学び交流センター（花川北3-3）

持ち物　底の平らな上靴
費用　月2回500円（1回のみ参加も可）
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

12/13（木）
名作を楽しむ会

四季「富士山」秋冬編
時間　13:00 ～ 14:30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

12/15（土）
石狩市民「一般の部
手打ちそば講習会」

時間　①10：00 ～　②13：00 ～
場所　市公民館（花川北6-1）
持ち物　三角巾、エプロン、手ぬぐい、持ち
帰り容器
定員　各10人（先着順）
費用　1,500円（材料費、そば持ち帰り含む）
申込期間　12/1（土）～ 10（月）
申込・問合せ　いしかり手打ちそば同好会
小林さん　164-0117

12/15（土）
あいぽーとワークス

来年の干支巨大へびを作ろう
対象　小学生～高校生
時間　10:00～12:00　 定員　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

12/15(土)
クリスマスコンサート
2012

　市内中学校・高等学校の吹奏楽部・局と
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。
時間　開演13:00（開場12:30）
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
そのほか　協賛：石狩ライオンズクラブ
問合せ　社会教育課　172-3173

12/15（土）
「ドイツ・デンマーク」スタディツアー報告会 
 再生可能な自然エネルギー

時間　13：30 ～ 15：30
場所　市民図書館（花川北7-1）
問合せ　市民ネットいしかり
1572-8161（平日10：00 ～ 15：00）

①12/15(土)、②12/16（日）
演劇
「ROAD TO ROADS」

　ダウンタウン松本人志監督映画「さや
侍」のエンディング曲歌手「竹原ピストル」
が出演する演劇とミニライブ。
時間　①開演19:00　②開演14:00

場所　アートウォーム（花畔1-1）
出演　演劇集団RE・琴似工業高校定時制
演劇部・竹原ピストル
費用　1,000円(未就学児入場不可、託児
1,000円・1週間前までに要予約)
そのほか　収益の一部を東日本大震災被
災地に、義援金として寄付
問合せ　演劇集団RE 主宰ワシズ　
1090-9089-5984

12/18(火)
講演会「医療機関からみた
ひきこもり」

『社会的ひきこもり――終わらない思春期』
の著者で精神科医の斉藤環氏の講演会
時間　13:30　 場所　りんくる（花川北6-1）
講師　医療法人社団爽風会　佐々木病院
診療部長　斎藤 環氏
申込期限　12/14（金）
申込・問合せ　こども相談センター　
172-3195　572-3071

12/22(土)・23（日） ※全2回
昆虫パラタクソノミスト
養成講座（初級）in石狩

　昆虫の分類の基本的なことを、実体双
眼顕微鏡を使って行います。北大で人気の
講座を石狩で開催！
対象　小学5年生以上
時間　10：00 ～ 16：00
場所　市民図書館（花川北7-1）
講師　北海道大学総合博物館・教授　大原 
昌宏氏、北海道大学総合博物館・研究員　
稲荷 尚記氏
定員　10人（先着順）
持ち物　筆記用具
申込期間　12/1（土）～ 16（日）
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

12/23（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「ミニバレー」

　手の組み方から、あいぽーとレコードへ
の挑戦へ。みんなで試合も。
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

12/23（日）
Let's Enjoy
Christmas！

　英語を使いながらゲームやクラフトを
楽しみましょう。
対象　3歳～小学2年生くらいと保護者
時間　15:00 ～ 16:30
場所　紅南会館（花川北1-5）
定員　10組
費用　500円（クラフト材料費など）
申込・問合せ　阿波連（あはれん）さん
1090-2070-4744

市民図書館　【12月の休館日】月曜、12/25（火）、
29（土）～H25／1／3（木）




