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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

市公民館
花川北6-1-42　174-2249

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

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

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

ク

ごと

5月号は3/31●まで土

ロビーコンサート
　春をよぶ歌声　いしかりエコー

　女声コーラスの美しい調べによる、懐かし
い曲の数々をお楽しみください。
日時　3月7日（水）12:30 ～ 12:50
問合せ　社会教育課　172-3173

大人の水泳教室（4・5月開催分）
日程
①ナイト初心者コース（毎週月曜、全8回）
②平泳ぎ上達コース（毎週水曜、全8回）
③ナイト水中運動コース（毎週木曜、全7回）
④バタフライ上達コース（毎週金曜、全7回）
⑤大人初心者コース（毎週土曜、全7回）
時間　①③19:30 ～ 20:30
②④9:45 ～ 10:30　⑤12:30 ～ 13:30
定員　各コース10人（先着順）　※最少開講
人数5人
費用　①6,400円　②③⑤5,600円
④4,900円
申込方法　3月1日（木）～ 26日（月）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
日程　①4月3日～5月22日の毎週火曜（8回）
②4月7日～ 5月26日の毎週土曜（7回）
時間　①15:00 ～ 15:45　②9:45 ～ 10:30
定員　各コース10組（先着順）　※最少開講
人数5組
費用　①6,400円　②5,600円
申込方法　3月1日（木）～ 26日（月）に費用、
印鑑を持参し申し込み

第24回石狩市公民館まつり
　手づくりに　集う人々　深まる絆

　市内の公民館・分館などで活動するサー
クル・団体が日ごろの成果を発表します。
日時　3月17日（土）・18日（日）10:00 ～ 16:00
※18日は15:00まで
内容　展示・頒布、手づくり市、ステージ発表、
食事コーナーなど

第9回デッサンサークル
「モチーフ」作品展
日程　3月1日（木）～ 6日（火）
内容　会員（17人）による静物・風景・人物な
どのデッサン30点ほど　※初日12:00から、
最終日15:00まで
問合せ　岩佐さん　174-7106

本のリサイクル市「ブック・マーチ」
日時　3月9日（金）・10日（土）10:00 ～ 16:00
※もらい手のなかった本は、アジア地域など
で学校支援活動を行うＮＰＯ団体に渡します
問合せ　市民活動情報センター「ぽぽらーと」
177-7070／市民図書館　172-2000

ウオー9の日イベント
冬も歩こう！　ノルディックウオーキング

　いしかりノルディックウオーキングサーク
ルの皆さんと、雪道ウオーキング（約4.4km）
を楽しみましょう。簡単な講習も行いますの
で、初心者の方も歓迎です。申込不要。
日時　3月9日（金）10:00 ～ 11:30　※荒天中止
そのほか　ウオーキングポールの貸し出し
あり（無料）
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

いしかりリフォームフェスタ
2012・春
　新築・増改築の展示・相談会です。豪華景
品の当たる抽選会もあります。
日時　3月17日（土）・18日（日）10:00 ～ 18:00
※18日は15:00まで
問合せ　石狩商工会議所　172-2111

文化箏無料講習会
日時　3月22日（木）15:00 ～ 16:00、18:00
～ 19:00　※楽器の貸し出しあり
問合せ　中駄さん　164-0213

石狩エンジェルクレア少年少女合唱団
第12回定期演奏会
日時　3月25日（日）14:00 ～
費用　無料
内容　ミュージカル「100万回生きたねこ」、
怪獣のバラードほか
問合せ　星さん　164-3271

ガーデニング講座
　バラと宿根草の植栽プラン

日時　3月16日・30日、4月13日・27日、5月11
日（すべて金曜）10:00 ～ 11:30
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
定員　12人
費用　各回1,000円（資料代込み）
申込方法　氏名・住所・電話番号をファクス
または留守番電話で連絡
問合せ　元井さん　1090-6213-3170　
572-8397

童謡を歌う会
日時　3月26日（月）13:00 ～ 15:00
講師　越野 智恵子氏　　費用　無料
問合せ　童謡を歌う会　ケルツェン
小笠原さん　174-0403

ふまねっと健康教室
日時　3月8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

　3月の休館日

月曜休館　5日・12日・19日・26日
祝日振替休館　21日（水）

本の特集コーナー
本館　「絆～ 1年前のあの日～」
分館　花川南「極上のミステリー」
八幡「緑の季節を前に」
厚田「平安時代へタイムスリップ？」
浜益「お弁当もって、いってきまーす！」

本館おはなし会
日時　3月3日（土）・10日（土）・17日（土）・18
日（日）・25日（日）・31日（土）11:00 ～ 11:30

増毛山道パネル展
　石狩と増毛をつなぐ、歴史に埋もれた増毛
山道をご紹介します。
日程　3月2日（金）～ 9日（金）
※初日は13:00 ～、最終日は12:00まで

　増毛山道ミニ講座

　増毛山道の自然や歴史、史跡について、豊
富な資料をもとに解説します。申込不要。
日時　3月4日（日）10:00 ～
定員　20人（先着順）
問合せ　NPO法人増毛山道の会
10164-56-0003



「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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こども未来館「あいぽーと」
花川北7-1-22　176-6688

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

ＪＡいしかり地物市場 とれのさと
樽川120-3　173-4500

●

えい・あい館映画上映会
「オロロンの島（天売島）」
日時　3月4日（日）14:00 ～ 15:00

名作を楽しむ会「日本の名峰」
日時　3月8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。3月のテー
マは「天気予報の気圧って何だろう」。
対象　小学1年生以上
日時　3月10日（土）13:30 ～ 15:00
※科学実験室は13:30 ～ 14:15
　http://www.geocities.jp/science_iii/

講座・絵本を楽しむ
　大人のための昔話

対象　中学生以上
日時　3月18日（日）10:00 ～ 12:00
内容　昔話と自然災害

冬の図書館講座
　「探偵はバーにいる」

　昨年公開の大ヒット映画「探偵はＢＡＲに
いる」の原作者を迎えて、原作と映画の違い
についてお話しします。
日時　3月20日（火・祝）14:00 ～ 15:30
講師　東 直己氏（作家）

　庄内藩のハママシケ（浜益）開拓

　江戸時代末期、山形の庄内藩が浜益開拓に
来たその足跡が、ハママシケ陣屋です。あまり
知られていない浜益の歴史講座です。
日時　3月31日（土）14:00 ～ 15:30
講師　関 秀志氏（元北海道開拓記念館学芸部長）

あかちゃんと絵本のへや
日時　3月27日（火）11:00 ～ 12:00

海辺の自然塾第8回
　川と海のつながりを学ぶ
　～「ワカサギ」の生態研究から～

日時　3月24日（土）10:30 ～ 12:00
講師　浅見 大樹氏（北海道立総合研究機構
中央水産試験場研究員）
定員　20人　　費用　100円
申込締切　3月22日（木）
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
172-3240

パネル展「石狩浜の花風景」
日時　3月27日（火）～ 4月8日（日）
主催　石狩浜定期観察の会、石狩浜海浜植
物保護センター
※市役所ロビーでも、石狩浜の花々の写真
を月替わりで展示しています（4月末まで）
問合せ　石狩浜海浜植物保護センター　
172-3240

いしかり地産地消フェスタ2012
　いしかり「味本市」

　食の宝庫である本市の農水産物を使用し
たおいしい料理と多くの加工品が並びます。
「石狩産新グルメ」を知る機会です。
日時　3月24日（土）10:00 ～ 15:00
出品　ミニトマトパスタ、鮭醤油焼きうどん、
もうらいどん、石狩産小麦のうどん・そば、む
かご料理、パン、焼き菓子ほか
問合せ　実行委員会（農林水産課内）
172-3164

お口の健康教室
対象　65歳以上の市民
日時　3月26日（月）10:00 ～ 10:45
内容　正しい口腔ケア方法、歯ぐきからの出
血の有無を調べるテスト、歯垢染め出しなど
※個別指導の希望者は申込時に応相談
持ち物　普段お使いの歯ブラシ
定員　10人（先着順）
費用　無料
申込締切　3月19日（月）
申込・問合せ　地域包括支援センター
172-7017

寿窯陶芸教室
対象　市内在住の60歳以上の方
日時　毎月第1・第3木曜・金曜13:00 ～ 15:00
定員　10人程度　※申込多数時抽選
費用　材料費等実費負担
見学会　3月15日（木）・16日（金）・20日（火・
祝）・21日（水）10:00 ～ 15:00
申込方法　事前申込（電話可）、5月10日（木）
13:00 ～の説明会に出席。当日陶芸体験あり
申込締切　3月30日（金）
申込・問合せ　市社会福祉協議会
172-8181

初級手話講習会
対象　市民（期間を通して受講できる方）
日時　4月11日～7月18日の毎週水曜
10:00～12:00（全15回）
定員　20人程度（申込多数時抽選）
費用　テキスト代のみ
申込締切　3月15日（木）
申込・問合せ　障がい支援課　172-3194

雪遊び～なまら雪あそびの巻～
対象　小学生～高校生
日時　3月3日（土）13:30 ～ 15:00
持ち物　暖かい服装・長靴（スノーカバー付き）

くるくるレインボーを作ろう
対象　小学生
日時　3月10日（土）10:30 ～
内容　竹ひごとキラキラテープを使って、割
れないシャボン玉を作る
定員　10人（先着順）
申込期間　3月1日（木）～

あいぽーとフェスタ
　あいぽーとを利用しているバンドやダン
スの発表会を行います。
日時　3月11日（日）12:00 ～ 17:00

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6弾

対象　60歳以上の方
定員　10人
日時　3月13日（火）
16:30 ～ 17:30
持ち物　運動できる服装、
運動靴
申込締切　3月12日（月）

談話室「アイポ」
　特別講座「親の不安を解消するための
　『思春期講座』」

日時　3月23日（金）18：00～
講師　助産師　前川 亮子さん
※地域の大人ならどなたでも集える談話室です

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　3月24日（土）11:00 ～ 13:00
定員　12人（先着順）

春休み特別企画
　部活動でライバルに差をつけよう、
　コアトレーニングで体幹強化

対象　中学生～高校生の部活動入部者
日程　3月25日（日）・26日（月）・27日（火）・29
日（木）・31日（土）
時間　中学生17:00 ～ 17:30、高校生17:30 ～
18:00
申込締切　3月24日（土）


