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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

B＆G海洋センター
花畔337-4　164-6010

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

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

4月号は2/29●まで水

ロビーコンサート
　ピアノとクラリネットのミニコンサート

日時　2月8日（水）12:30 ～ 12:50
出演　青山 紗弓（ピアノ）、田中 莉世（クラリネット）

　ロビー展・ロビーコンサートへの出展・
　出演者募集

　市役所1階ロビーで展示・コンサートのい
ずれかを毎月1回開催しています（10月を除
く）。サークルなどでの日ごろの活動成果を
発表しませんか？　まずはご相談ください。
展示　月曜～金曜の1週間（開庁時間内）
コンサート　開庁日の12:30 ～ 12:50
問合せ　社会教育課　172-3173

平成23年度 スポーツ指導者セミナー
対象　スポーツ指導者および実践者
日時　3月21日（水）19:00 ～ 21:00
内容　キネシオテーピングの講義・実技
講師　札幌ボディファクトリー　ヘッドト
レーナー　久村 浩氏
定員　20人　　費用　500円
申込締切　3月2日（金）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

リサイクル固形石けんと
美肌水作り講座
日時　2月8日（水）・9日（木）9:30 ～ 12:00
持ち物　空のペットボトル（500ml）2本、軍
手、タオル
定員　各日10人（先着順）
申込方法　2月1日（水）9:00 ～電話で申し
込み　※月曜・祝日休館

花川南地区青少年健全育成協議会
第26回 少年少女意見発表会
　花川南地区の小中学生の代表が、社会や
まちづくり、友人関係などについて意見を発
表します。
日時　2月4日（土）10:30 ～ 12:30
問合せ　花川南地区青少年健全育成協議会
事務局（南線小学校内）　関根さん　
173-2042

第16回 チャリティーダンスパーティー
日時　2月18日（土）17:00 ～ 20:00
※お楽しみ抽選会＆アトラクション 18:20 ～
費用　チケット1枚1,000円（当日券あり）
問合せ　国際ソロプチミスト石狩事務局　
附田さん　1090-3770-6955

親子料理教室
みんなでひなまつりパーティーをしよう

対象　4歳～就学前のお子さんと保護者　
※男の子も大歓迎
日時　2月25日（土）10：00～ 13：00
講師　食生活改善推進員、市管理栄養士
持ち物　エプロン、三角巾、ハンドタオル、子
ども用上靴、箸（お子さんはフォーク・スプー
ン）、筆記用具
定員　15組（先着順）
費用　1組500円
そのほか　託児あり
（1歳以上、10人まで）
申込締切　2月17日（金）
申込・問合せ　保健推進課
172-6124

暮らしの講座
　最後まで自分らしく
　「自分流の旅立ち方を考える」

日時　2月29日（水）10:00 ～ 12:00
講師　ＮＰＯ法人葬送を考える市民の会　
澤 知里氏
申込締切　2月27日（月）
申込・問合せ　石狩消費者協会　
1572-2432

第7回 草花を楽しむ講習会
日時　3月7日（水）10:00 ～ 12:00
講師　梅木 あゆみ氏（「コテージガーデン」
主宰）
定員　50人（先着順）
費用　300円
申込方法　2月22日（水）～ 24日（金）に電話
で申し込み
申込・問合せ　石狩市フラワーマスター連絡
協議会事務局（都市整備課内）　172-3139

　2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　「愛の一冊　愛をチョコっとおすそわ
け♪」「むかしむかしの物語」
分館　花川南　「手づくりスイーツ」
八幡　「涙がホロリ～泣ける本特集～」
厚田　「この一冊～厚田分館を利用してい
　　　る方のおすすめ本特集」
浜益　「物つくりを楽しもう！」

本館おはなし会
日時　2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
「サイエンスグラフィティ～科学と映像の世
界～」
「スーパーカミオカンデ　地下1000メート
ルからの挑戦～素粒子と天文学の謎に挑む
巨大地下実験施設～」
日時　2月5日（日）14:00 ～ 15:00

名作を楽しむ会「日本の名峰」
日時　2月9日（木）13:00 ～ 14:20

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。2月のテーマは
「水を吸うプラスチック」（25ページ参照）。
対象　小学1年生以上
日時　2月11日（土）13:30 ～ 15:00
※子ども科学実験室は13:30 ～ 14:15

第36回石狩の古老に話を聞く会
日時　2月18日（土）13:30 ～
内容　花川北在住の田中實さんに、「続・花
川南の移り変わり」の話を聞く
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

あかちゃんと絵本のへや
日時　2月28日（火）11:00 ～ 12:00

海辺の自然塾
　第7回「石狩浜の野鳥
　～生態と長期観察からわかること～」

日時　3月3日（土）10:30 ～ 12:00
内容　石狩浜で見られる野鳥について、長
年の観察結果をもとに、映像を交えて説明
講師　石狩鳥類研究会　樋口 孝城 氏
定員　20人
費用　100円
申込締切　3月1日（木）
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護セン
ター　172-3240
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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

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

ク

いしかり砂丘の風資料館
弁天町30-4　162-3711

●

野外講座　石狩ビーチコーマーズ
／冬の漂着物
　冬の季節風が運んでくる浜辺の漂着物を
観察・採集し、その正体や起源をみんなで考
えます。
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
日時　2月26日（日）9:00 ～ 13:00
場所　石狩浜周辺（砂浜を約3km歩きます）
持ち物　防寒着、長靴、手袋、帽子、ビニール
袋など
定員　20人（先着順）
費用　無料
申込方法　2月1日（水）～ 24日（金）の間に
電話で申し込み

テーマ展　資料館のお宝2012
日程　3月25日（日）まで
内容　昨年1年間に市民の皆さんから寄贈
していただいた資料を紹介
費用　入館料が必要（大人300円、中学生以
下無料）

水中エアロ無料体験会
日時　2月4日（土）・18日（土）・25日（土）10:30
～ 11:30
定員　20人（初めて参加する方のみ）
申込締切　開催日の前日

地域交流事業
野菜のチカラを思いっきり食べよう
　地元生産者との実食とトークの夕べ

日時　2月4日（土）17:00 ～
内容　八幡町高岡で農業を営む藤岡 浩晃
さん・祐美さんをゲストに迎え、「ファースト
シェフ」による料理を味わう
費用　チケット1枚3,500円（ドリンク付き）
問合せ　地域食堂きずな　177-6393

丹田エクササイズ講習会
　武道の基礎となる正しい呼吸を行いなが
ら、骨格を支える筋肉を刺激し、体のバラン
ス感覚・集中力などを楽しく鍛えます。
日時　2月15日～ 3月21日の毎週水曜　
14:30 ～ 15:30（全6回）
講師　神 誉正（じん たかまさ）氏
定員　20人
費用　3,000円
申込・問合せ　犬上さん　174-9983

春休み短期教室
対象　5歳（年長）～小学生の初心者
日時　3月26日（月）～ 30日（金）9:30 ～ 10:30
（5日間）
定員　50人（先着順）
費用　4,500円（スクール生は4,000円）
申込方法　2月1日（水）～ 3月10日（土）に費
用、印鑑を持参し申し込み

第3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　2月の毎週木曜（全4回）
時間　小学生16:00 ～ 16:30、中・高生17:10
～ 17:40
定員　各回10人
申込締切　2月1日（水）

雪遊び～スノーキャンドル作りの巻～
対象　幼児（保護者同伴）～高校生
日時　2月18日（土）集合13:00、点灯16:00
持ち物　バケツ、暖かい服装
定員　50人（先着順）
申込締切　当日の午前中

第1回　ミニバレー体験会
対象　小学生～高校生
日時　2月12日（日）13:00 ～ 13:50

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5弾

対象　60歳以上の方
日時　2月14日（火）16:30 ～ 17:30
定員　10人
申込締切　2月13日（月）

あいぽーと世話人の会
　上記コーディーネーション運動の後で、話
し合いをします。
日時　2月14日（火）16:30 ～ 18:30

談話室「アイポ」
　大人同志であいぽーとの利用の仕方など
について話します。
日時　2月24日（金）18:30 ～（3月も月1回開催）

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　2月25日（土）11:00 ～ 13:00
定員　12人（先着順）

第1回　ミニバレーミニ大会
対象　小学生～高校生
日時　2月26日（日）13:00 ～ 13:50
定員　16人
申込締切　2月25日（土）

ふまねっと健康教室
日時　2月9日（木）10:30 ～ 12:00
※申込不要
内容　床に敷いた50cm四方のマス目ででき
た大きな網を、踏まないようにゆっくり歩く
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

「石狩市の保育」作品展
　市内全園による絵画や小物など、園児の
日常の作品を展示します。  
日程　2月15日（水）～ 21日（火）
※最終日は16:00まで
問合せ　市保育所連絡協議会事務局（える
むの森保育園内）　坪田さん　175-5522

離乳食教室
対象　5～7カ月のお子さんと保護者 
日時　2月20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
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　2月16日（木）
そのほか　託児希望者は、申込時に応相談
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

両親教室
日時　2月26日（日）10：00～ 12：00
内容　出産・育児の講話、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　2月22日（水）
申込・問合せ
保健推進課
172-3124

ウオー9の日イベント
　スノーシューを体験しよう！

日時　2月29日（水）10:00 ～ 11:30
※荒天中止
持ち物　飲み物
定員　20人（先着順）
申込締切　2月23日（木）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

ひきこもり講演会・個別相談会
日時　3月3日（土）講演会13：30～、個別相
談会15：30～
内容　若者のひきこもりについて考える
講師　①こころのリカバリー総合支援セン
ター　所長　阿部 幸弘 氏
②北海道ひきこもり成年相談センター　
コーディネーター　三上 雅幸 氏
※講演会終了後、個別相談会を開催します
（先着5人）
申込締切　3月1日（木）
申込・問合せ　地域包括支援センター
172-7017　575-2270
　 c-houkatsu@city.ishikari.hokkaido.jp


