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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

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

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

ＪＡいしかり地物市場 とれのさと
樽川120-3　173-4500

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

石狩地区地域防災施設
新港南1（川の博物館）　164-2507

み　そ

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

3月号は1/31●まで火

新春ロビーコンサート
ヴァイオリニストの作品による名曲集

日時　1月27日（金）12:30 ～ 12:50
出演　佐々木 美佳子（バイオリン）、
深澤 美奈（ピアノ）
問合せ　社会教育課　172-3173

子育て･家庭教育支援～“親子の心
を知る”カウンセリング講演会～
　子ども叱るな来た路じゃ
　年寄り笑うな往く路じゃ

日時　1月20日（金）18:30～20:30（開場18:00）
講師　富田 富士也氏
申込方法　住所、氏名、電話番号を1月13日
（金）までに連絡
申込・問合せ　こども相談センター　
172-3195　572-3071
　k-soudan@city.ishikari.hokkaido.jp

パソコン教室
　エクセル初級

日程　2月10日（金）、2月13日（月）～ 17日（金）
申込締切　2月3日（金）

　ワード中級

日程　2月24日（金）、2月27日（月）～3月2日（金）
申込締切　2月10日（金）

　共通事項

対象　18歳以上の方
時間　10:00 ～ 12:00（全6回）
定員　20人（先着順）
費用　教材費3,800円、講習料4,000円
申込・問合せ　石狩市公務サービス㈱　　
176-2255

ワンコイン国際交流プログラム
　第4弾　中国本場･手作り水餃子教室

　中国・大連出身の金 娜（きん･な）さん（石
狩国際交流協会職員）と一緒に水ギョーザを
作りましょう！　
日時　1月28日（土）13:00 ～ 15:00
持ち物　エプロン、三角巾
費用　1人500円（材料費込み）
申込締切　1月25日（水）
申込・問合せ　NPO法人石狩国際交流協会
162-9200

大人の水泳教室（2・3月開催分）
日程　①アクアセラピー（毎週月曜、全7回）
②平泳ぎ上達コース（毎週水曜、全7回）
③バタフライ上達コース（毎週金曜、全8回）
④大人初心者コース（毎週土曜、全8回）
⑤ナイト初心者コース（毎週月曜、全8回）
⑥ナイト水中運動コース（毎週木曜、全8回）
時間　①②③9:45 ～ 10:30
④12:30 ～ 13:30　⑤⑥19:30 ～ 20:30
定員　10人（先着順）　※最少開講人数5人
費用　①②4,900円　③5,600円
④⑤⑥6,400円
申込方法　1月4日（水）～ 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　①2月7日～ 3月27日の毎週火曜（全
7回）15:00 ～ 15:45　②2月4日～ 3月24
日の毎週土曜（全7回）9:45 ～ 10:30
定員　10組（先着順）　※最少開講人数5組
費用　5,600円
申込方法　1月4日（水）～ 26日（木）に費用、
印鑑を持参し申し込み

水泳記録会兼泳力検定会
日時　2月12日（日）9:30 ～ 13:00
費用　1種目1,000円（入館料込み）　※記録
会参加の方は入館料のみ。1人2種目まで
申込方法　1月4日（水）～ 2月4日（土）に費
用を添えて申し込み

初心者のための手づくり味噌講座
　石狩産大豆を使用します。
対象　市民　　定員　15人（初心者優先）
日時・内容　①説明会　1月30日（月）13:30 ～
15:00　②仕込み　2月4日（土）10:00 ～ 13:00
持ち物　塩・容器 ほか
費用　3,800円（材料費・利用料込み）
申込期間　1月5日（木）～ 20日（金）
申込・問合せ　いしかり農産物加工グループ
連絡協議会事務局　後藤さん　
1574-6864

第2回　運動苦手な子集まれ！！
コーディネーション運動で自信をつけよう
日程　1月5日～ 26日の毎週木曜（全4回）
時間　小学生　16:00 ～ 16:30
中･高校生　17:10 ～ 17:40
定員　各回10人　  申込締切　1月4日（水）

新春演芸会
日程　1月7日（土）
時間・内容　11:00～「獅子舞」、12:00～「あ
いぽーとでとれた小豆でおしるこを食べよ
う」、13:00 ～「落語」、14:00 ～「日本の遊び」

第2回卓球体験会
対象　小学生～高校生
日時　1月8日（日）13:00 ～ 13:40

冬休みダンス講座
対象　市内在住・在学の中・高校生
日時　1月9日（月・祝）～ 13日（金）14:00 ～ 15:00
定員　20人（先着順）　申込締切　1月6日（金）

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4弾

対象　60歳以上の方
日時　1月10日（火）10:00 ～ 11:00
定員　10人　　申込締切　1月9日（月・祝）

めざせ!!　ボードゲームの達人
対象　小学生　　定員　10人
日時　1月21日（土）13:30 ～ 14:30
内容　「ドメモ」のルールを学び実践

第2回　卓球ミニ大会
対象　小学生～高校生
日時　1月22日（日）13:00 ～ 13:40
定員　10人　　申込締切　1月21日（土）

スタジオ研修
対象　バンド活動をしたい中・高生（楽器持参）
日時　1月28日（土）11:00 ～ 13:00
定員　12人（先着順）

冬のリサイクル教室
「冬休み親子手づくり木工教室」
対象　小学生（保護者同伴）  ※月曜･祝日休館
日時　1月12日（木）～ 14日（土）9:30 ～ 12:00
持ち物　軍手、前掛け
定員　各日10人（先着順）
申込方法　1月4日（水）9:00 ～電話申込　

石狩川治水・利水・環境パネル展
　明治から大正、昭和の水害や治水対策、渡
船や川での思い出などを紹介。
日程　1月20日（金）～ 2月3日（金）　※月曜休館



「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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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

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

そのほか

●

糖尿病予防教室
～なぜ糖尿病はこわい？～
対象　40歳～ 70歳の市民
日時　1月16日（月）10:00 ～ 14:30
講師　食生活改善推進員
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
定員　20人（先着順）　　費用　300円
申込締切　　1月13日（金）
申込･問合せ　保健推進課　172-6124

太極拳教室
対象　市民
日時　1月23日～ 3月26日までの毎週月曜
（全10回）10:00 ～ 11:30
講師　森 豊貴氏　　定員　40人（先着順）
費用　3,300円（保険料込み）
申込締切　1月13日（金）
申込･問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

第16回石狩市民囲碁大会
日時　1月29日（日）9:50 ～　※受付9:00 ～
費用　1,500円（昼食付き）
申込方法　はがきに住所、氏名、電話番号、
出場段級位を記入し郵送
申込締切　1月16日（月）
申込･問合せ　寺内さん（〒061-3213　花
川北3-3-17-102）　1090-8634-0636

冬太り解消教室
対象　74歳以下の運動に支障のない市民
日時　2月1日（水）・8日（水）・14日（火）・22日
（水）・29日（水）10:00 ～ 12:00（全5回）
※14日は13:30 ～ 15:30
内容　自宅でできる運動、栄養講義など
定員　20人（先着順）　　費用　500円
申込締切　1月25日（水）
申込･問合せ　保健推進課　172-3124

NPO法人石狩市文化協会主催文化講座
　第3弾「楽しい歌謡吟詠教室」

対象　20歳以上の方
日時　2月～ 4月の毎週水曜
13:30 ～ 15:30（全12回、2月29日は休み）
持ち物　筆記用具　　定員　15人（先着順）
講師　聖月流日本吟剣詩舞道会本部理事長
兼北海道本部長　軒名 漢月氏
費用　3,000円（1回ごとの受講も可。1回250円）
申込締切　1月31日（火）
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会事
務局　1575-1288

ふまねっと運動教室
日時　1月12日（木）10:30 ～ 12:00　※申込不要
持ち物　底の平らな上靴　　費用　300円
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん　
1574-7160

　1月の休館日

月曜休館　9日、16日、23日、30日
祝日振替休館　10日（火）
年末年始　12月29日（木）～ 1月3日（火）

2011観察写真月変わりミニテーマ展
　春から秋にかけて、はまなすの丘公園で
出会った花や生き物たちの写真を展示（1月
～ 4月）。
主催・問合せ　石狩浜定期観察の会
安田さん　174-6198

サイエンスプラザ石狩
対象　小学1年生以上
日時　1月14日（土）13:30 ～ 15:00
※子ども科学実験室は13:30 ～ 14:15
テーマ　電池なし、磁石なしで回る静電気
モーター

ecoなびステーション in いしかり
日時　1月21日（土）10:00 ～ 16:00
内容　キッチン・エコ講座（11:30～13:00）、
再生可能エネルギーセミナー（14:00 ～
15:30）、パネル展示 ほか
主催　NPO法人北海道グリーンファンド
協力　北海道ガス㈱　　費用　無料
問合せ　環境課　172-3240

沖縄問題の学習会
日時　1月22日（日）10:00 ～ 12:00
費用　500円（資料代込み）
主催・問合せ　「ぬちどう宝」と手を結ぶ石狩市
民の会　瀬尾さん　1090-7659-7349

図書館講座
　活用できる学校図書館をつくろう

日時　1月27日（金）15:30 ～ 17:00
講師　村上 恭子氏（東京学芸大学附属世田
谷中学校司書）、谷口 初江氏（石狩翔陽高校
司書）

　李 恢成氏講演会「未成年期からの宿題」

　芥川賞受賞作家の李 恢成（り･かいせい）
氏が文学世界を語ります。
日時　1月29日（日）15:00 ～ 16:30
※1月6日（金）から李さんの生誕地である樺
太真岡町の風景写真を館内に展示

石狩スキースクール
　SAJ級別テスト・ジュニア検定会

日程　1月22日（日）、2月19日（日）、3月11日
（日）・25日（日）・27日（火）　※事前講習は前
日。ジュニアは3月25日はなし
場所　朝里川温泉スキー場
申込方法　各日6日前までに電話申込
申込・問合せ　NPO法人石狩スポーツクラブ
1090-9084-3941

ウオー9の日イベント
　スノーシューを体験しよう！

日時　1月19日（木）10:00 ～ 11:30　※荒天中止
集合場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　20人（先着順）
申込締切　1月13日（金）

　ノルディックウォーキング講習会

日時　1月29日（日）10:00 ～ 12:00
場所　花川南コミセン（屋外体験あり）
講師　JNWA公認マスタートレーナー
米田 歩惟氏
定員　40人（先着順）
申込締切　1月29日（日）

　共通事項

そのほか　用具は無料で貸し出します
申込・問合せ　スポーツ健康課　172-6123

いしかり地産地消
クイズキャンペーン2011

　市内の参加店
で 地 産 地 消 メ
ニュー（商品）を
注文・購入し、ク
イズに答えると、
抽選で33人に「い
しかり産詰め合

わせ」が当たります。
日程　1月15日（日）～2月29日（水）
賞品　石狩観光協会詰め合わせ（1万円相
当）×1人 ほか
参加店　セラーズトーメン団地店（厚田）、鮨
爽醇鳥ひだか（花川南）、アウトドアカフェ野
菜香房（緑苑台）、そば舎（花川南）、美食工房 
花（花畔）、カントリーキッチン・アン（厚田）、
酒庵 升屋（花川北）、マウニの丘（弁天町）、
パスタ＆カフェ花帽（花川南）、北の味いしか
り亭（親船町）、浜益温泉、地域食堂きずな
（花川南）、石狩市観光センター（親船町）
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

第33回石狩浜歩くスキー＆
かんじきウオーキングの集い
日時　2月5日（日）9:45 ～　※予備日2月12日（日）
場所　石狩浜周辺　※観光センター前集合
内容　歩くスキー（4km･7km）、かんじきウ
オーキング（3.5km）　※用具の貸し出しあり
定員　100人
申込締切　1月20日（金）
費用　800円（小学生以下無料）　※入浴し
ない場合は500円
そのほか　石狩ライオンズクラブより甘酒
のサービスあり
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220　　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

ク




