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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

いしかり砂丘の風資料館
弁天町30-4　162-3711

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

6月号は4/30●まで月

ロビー展
　
　花の水彩画サークル「ななかまど」展

　植物の生命力に魅せられながら描いた、
四季折々の花の絵画をご覧ください。
日時　4月23日（月）～ 27日（金）9:00 ～ 17:00
（初日は10:00から、最終日は16:00まで）
問合せ　社会教育課　172-3173

ハーモニカ無料体験教室
日時　4月9日（月）・23日（月）11:00 ～ 15:00
※ハーモニカをお持ちの方は持参
問合せ　佐藤さん　174-1026

ふまねっと健康教室
日時　4月12日（木）・26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　2回で500円（1回のみの参加も可）
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん　
1574-7160

フレッシュスポーツ教室
　簡単ピラティス

対象　市内在住・在勤者
日時　4月5日～平成25年3月21日の毎週木
曜　①9:30 ～ 10:30　②10:45 ～ 11:45
③19:00 ～ 20:00
定員　30人　※③は20人
費用　月500円（別途入館料1回100円）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会
164-1220

石狩病院　市民公開講座
日時　4月14日（土）14:00 ～ 15:00
※申込不要
内容　①胸焼け・呑酸（どんさん）ありません
か？ ～意外と多い逆流性食道炎～
②鼻からの内視鏡検査について
申込・問合せ　石狩病院　174-8611

ガーデニング講習会　
　ガーデニングを始める前の　
　「お花と土壌の基礎知識」

対象　ガーデニング初心者
日時　4月21日（土）13:30 ～ 15:30（受付
13:00 ～）
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　30人（先着順）
費用　1,000円（テキスト代込み）
申込方法　氏名・住所・電話番号をファクス
（572-8397）または留守番電話で連絡
申込・問合せ　元井さん
1090-6213-3170

いしかり市民カレッジ
　講座1　田中實さんが語る石狩歴史秘話
　～石狩市（町）で計画され実現されなかった構想

日程・内容　①4月25日（水）石狩に鉄道ほか
②5月9日（水）カール・レイモンハム工場ほか
時間　10:30 ～ 12:00
講師　田中 實氏（石狩市郷土研究会顧問）
申込期間　4月2日（月）～ 11日（水）

　講座2　アジア人はるかなる旅
　～人類の移動史～

日程・内容　①5月19日（土）人類誕生とそ
の大移動　②6月2日（土）日本列島に住む
人々の源流
時間　13:00 ～ 14:30
講師　①松村 博文氏（札幌医科大学医学部
准教授）　②深瀬 均氏（北海道大学医学部
特任講師）
申込期間　4月2日（月）～ 5月7日（月）
　共通事項
定員　30人（申込多数時抽選）
費用　1,000円（カレッジ生800円）※2回分
申込・問合せ　いしかり市民カレッジ運営委
員会（市公民館内）　174-2249

石狩市シニアプラザ「はまなす学園」
対象　60歳以上の市民
期間　5月7日（月）～平成25年2月18日（月）
※おおむね月2回（第1・第3月曜）、年17回
内容　午前（健康、教養、医療などの講座）、
午後（クラブ活動）
定員　70人（申込多数時抽選、新規の方優先）
費用　前期分2,600円　※後期は8月徴収、
3,000円程度
申込締切　4月13日(金) 
申込･問合せ　市公民館　174-2249

　4月の休館日

月曜休館　2日・9日・16日・23日・30日

本の特集コーナー
本館　「啄木とその時代の歌人たち」1日
（日）～ 15日（日）
「たべものがたり（こどもの読書週間関連）」
17日（火）～ 5月13日（日）
分館　3日（火）～ 25日（水）
花川南「がんと向き合う」
八幡「今日から役立つ健康法」
厚田「お弁当で元気に！」
浜益「パソコン、スマートフォンってなに？」

本館おはなし会
日時　4月7日（土）・14日（土）・15日（日）・
21日（土）・22日（日）・29日（日）
時間　11:00 ～ 11:30

えい・あい館映画上映会
　鉄道映画名作集

日時　4月1日（日）14:00 ～ 15:50
内容　「ある機関助士」ほか3本

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。4月のテー
マは「しらべよう～水にとけたもの～」。
対象　小学1年生以上
日時　4月14日（土）13:30 ～ 15:00
※科学実験室は13:30 ～ 14:15
    http://www.geocities.jp/science_iii/

名作を楽しむ会「日本の名峰」
日時　4月12日（木）13:00 ～ 14:20

第37回石狩の古老に話を聞く会
日時　4月21日（土）13:30 ～
内容　厚田区在住の上山 稔彦さんに「厚田の
漁業」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

野外講座　石狩ビーチコーマーズ
／春の漂着物
　雪が解けて顔を出す浜辺の漂着物を観察・
採集し、その正体や起源を皆で考えます。
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
日時　4月15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　長靴、防寒着、手袋、帽子等、ビニー
ル袋など
定員　20人（先着順）
申込方法　4月1日（日）～ 13日（金）に電話
で申し込み



「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

市公民館
花川北6-1-42　174-2249

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

望来コミセン（みなくる）
厚田区望来27-7　177-3010

リサイクルプラザ
新港南1-22-63　164-3196

そのほか

ベンチ（二人掛け用）

●

0123歳と親のためのアートスタート
　ちいちいにんにん

　乳幼児から見ることができる、本格的なお
芝居です（出演：人形劇団ののはな）。
対象　0歳～小学校低学年の親子
日時　4月12日（木）16:10～16:50
費用　4歳以上700円（0～3歳は無料）
そのほか　チケットはぽぽらーと、市民図書
館喫茶コーナー、りとるきっずで取り扱い
申込・問合せ　NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり　164-5640
　 comstation@ray.ocn.ne.jp

あったかリフォーム市民セミナー
日時　4月14日（土）13:20 ～ 16:30
内容　住み慣れた家で長く暮らす方法ほか
定員　30人（先着順）
申込・問合せ　あったかリフォーム倶楽部
1090-5983-8555

パワーリハビリ
対象　65歳以上で転倒危険度の高い方（健康
状態などにより参加できない場合もあります） 
日程　5月10日～ 7月30日の毎週月曜・木
曜　10:00 ～ 11:30（全24回）
定員　12人（申込多数時は面接により選考）
費用　2,000円　 申込締切　4月20日（金）
申込・問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

体力測定にチャレンジ
　めざせ!!　全国平均

対象　小学生～高校生
日時・内容　4月1日（日）～ 8日（日）立ち幅
跳び、4月9日（月）～ 14日（土）長座体前屈、
4月16日（月）～ 22日（日）反復横跳び、4月
23日（月）～ 30日（月）50m走
15:30 ～ 17:00　※毎週水曜・金曜を除く

バスケット関連の行事
　バスケットお楽しみ会

対象　小学生～高校生
日時　4月8日（日）13:00 ～ 13:50

　バスケット交流会

対象　小学生～高校生　申込締切　4月21日（土）
日時　4月22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7弾

　ボールやフラフープを使って、思い通りに
動ける身体を目指します。
対象　60歳以上の方
日時　4月10日（火）16:30 ～ 17:30
定員　10人　　申込締切　4月9日（月）

石狩ユネスコ協会総会
　ユネスコ活動に関心のある市民の方のご
来場をお待ちしています。
日時　4月14日（土）14:00 ～ 16:00
内容　平成23年度活動報告と平成24年度
事業の審議ほか
問合せ　石狩ユネスコ協会事務局　漆さん
1090-5981-4993

沖縄問題についての学習会
日時　4月15日（日）10:00 ～ 12:00
費用　500円（資料代込み）
問合せ　「命（ぬち）どぅ宝」と手を結ぶ石狩
市民の会　本吉さん　177-2240

　包丁とぎ講座

日時　4月12日（木）・13日（金）・14日（土）
9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
費用　500円

　廃材木工講座

　3つの中からお好きな講座を選択してく
ださい。※以前同講座を受講された方はご
遠慮ください
①4月19日（木）・28日（土）ベンチ（二人掛け
用）　②4月20日（金）・27日（金）魚干しストッ
カー　③4月21日（土）・26日（木）折り畳み
式花台
時間　①③9:30 ～ 12:00
②9:30 ～ 15:00（昼食持参）
費用　1,000円　③800円

　布ぞうり作り講座

日時　4月27日（金）・28日（土）9:30 ～ 12:00
持ち物　古着（浴衣・バスタオルなど）
※古着がなくても参加可
費用　300円

　共通事項

定員　各日5人（先着順）
申込方法　4月3日（火）9:00 ～電話で申し
込み　※月曜・祝日休館

観察写真展
「石狩浜の花ごよみ 2011」
　昨年4月～ 10月に、はまなすの丘公園の
自然観察で出合った花や生き物の写真を展
示します。
日時　4月23日（月）～ 5月10日（木）9:00 ～
22:00　※5月5日・6日は休館
場所　札幌エルプラザ2階交流広場（札幌市
北区北8西3）
主催　石狩浜定期観察の会
協力　石狩浜海浜植物保護センター・札幌
市環境プラザ
問合せ　安田さん　1574-6198

初心者スポーツ教室
　カローリング

対象　小学生以上の市民
日時　4月13日～ 9月28日の毎月第2・第4
金曜18:30 ～ 20:30
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　30人
費用　1回100円（中学生以下無料）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

　硬式テニス

対象　市内在住・在勤者で高校生以上の方
日時　5月7日～ 10月29日の毎週月曜
19:30 ～ 21:30
場所　サン・ビレッジいしかり
講師　日本体育協会公認上級指導員、同公
認指導員
持ち物　テニスラケット、テニスシューズ
定員　30人（先着順）　　費用　月2,000円
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

　水泳

対象　小学生以上の市民
日時　7月4日～ 8月29日の毎週水曜16:00
～ 17:00
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
定員　10人
費用　月500円（別途保険料）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

はまなすの丘
景観保全作業ボランティア
　石狩灯台周辺の海浜植物群落の景観維持
のため、ニセアカシアやススキの除去、園路
内のごみ拾いを行います。
日時　4月21日（土） 10:00～12:00
※9:50はまなすの丘ヴィジターセンター駐
車場集合
持ち物　長靴、軍手、スコップ、クワ、手ノコ、
剪定（せんてい）ばさみなど
申込締切　4月19日（木） 
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
172-3240


