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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

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

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

▲魚干しストッカー

▲ベンチ
　（二人掛け用）

7月号は5/31●まで木

5月のロビーコンサート
　風かおる さわやかコンサート
　世界のうたと日本のうた

　クラシックな名曲を歌声とピアノでお楽し
みください。
日時　5月8日（火）12:30～12:50
場所　市役所1階ロビー（入場無料）
出演　小笠原 耐子さんほか
問合せ　社会教育課　172-3173

総合治水フェアパネル展
　水害・土砂災害の写真などを1階ロビーに
展示します。
日程　5月14日（月）～18日（金）
問合せ　管理課　172-6122

少年少女バレーボール教室
対象　小学4年生以上
日時　4月～10月の毎週月曜　16:30～18:00
持ち物　上靴、運動しやすい服装、タオル
費用　月500円（別途保険料800円）
申込・問合せ　糟谷さん　164-1220

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　5月11日（金）・25日（金）18:30～20:30
持ち物　上靴、運動しやすい服装
講師　石狩市スポーツ推進委員協議会
定員　30人（先着順）
費用　無料（高校生以上別途入館料100円）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

リサイクルプラザ講座
　包丁とぎ講座

日時　5月10日（木）・11日（金）・12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種類の中からお好きな講座を選択して
ください。　※昨年受講された方はご遠慮く
ださい
日程・内容　①5月17日（木）・26日（土）ベン
チ（二人掛用）
②5月18日（金）・25日（金）魚干しストッカー
③5月19日（土）・24日（木）折りたたみ式花台
時間　①9:30～15:00（昼食持参）
②③9:30～12:00
費用　①②1,000円　③800円

　布ぞうり作り講座

日時　5月25日（金）・26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

申込期間　5月1日（火）9:00～電話で申し
込み　※月曜・祝日休館
定員　各日5人（先着順）

石狩翔陽高等学校吹奏楽局
第１０回サウンドピクニックコンサート
日時　5月26日（土）14:00～（開場13:30）
曲目　ディズニーランド・セレブレーションほか
費用　無料
問合せ　石狩翔陽高等学校　三浦さん
174-5771

アルバ・コラーレ
第14回定期演奏会
日時　5月27日（日）14:00～(13:30開場）
曲目　女声合唱のためのメドレー「TOKYO
物語」より ほか
費用　500円
問合せ　小田嶋さん　174-4374

いけばな伝統文化こども教室
　お花を楽しくいけてみませんか？
対象　小中学生
日時　5月26日（土）～平成25年3月のおお
むね月1回土曜10:00～11:30
費用　無料（別途花代700円）
申込・問合せ　朝比奈さん　1573-3418

市民図書館
　5月の休館日

月曜休館　7日，14日，21日，28日
祝日振替休館　1日（火）、8日（火）、9日（水）

　新しい返却ポストをご利用ください

　南線小学校の職員・来賓玄関内に図書館
資料の返却ポストを設置しました。24時間い
つでも開いていますので、気軽にご利用くだ
さい。なお、破損のおそれがあるCD・DVD
等の視聴覚資料、他の図書館から借りた本
については、直接図書館貸出カウンターまで
お持ちください。
利用開始日　5月10日(木)～

本の特集コーナー
本館　「たべものがたり」4月17日（火）～5月
13日（日）／「ガーデニングを楽しもう」5月
15日（火）～31日（木）
分館　5月2日（水）～30日（水）
花川南　「物語のたのしさ」
八幡　「お弁当、お弁当嬉しいな♪」
厚田　「たのしいおはなしの世界へようこそ」
浜益　「春はやっぱりガーデニング　育てた
ハーブを料理に」

本館おはなし会
日時　5月5日（土）・12日（土）・19日（土）・
20日（日）・27日（日）11:00～11:30　
※5日（土）のみ10:00～16:00

こどもの読書週間関連事業
　4月23日（月）の「子ども読書の日」から5月
12日（土）までは「こどもの読書週間」です。
子どもが本に親しみ、読書を楽しむことがで
きる企画を行います。

　本の特集展示「たべものがたり」

日程　4月17日（火）～5月13日（日）

　1日中おはなし会

日時　5月5日（土・祝）
10:00～16:00

えい・あい館映画上映会
日時　5月6日（日）14:00～14:50
内容　「天上の足音」



「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

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

緑苑台パークゴルフ場
緑苑台中央3-602　172-5610

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

●

名作を楽しむ会「日本の名峰」
日時　5月10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。
　5月のテーマは「電気を通すもの、通さな
いもの？ 人間は？」
対象　小学1年生以上
日時　5月12日（土）13:30～15:00(科学実
験室は13:30～14:15)
費用　無料
　http://www.geocities.jp/science_iii/

講座・絵本を楽しむ
日時　5月20日（日）11:00～12:00
内容　「落語とわらべうた」

こどもの日無料開放
対象　中学生まで　※小学生未満は保護者
同伴。保護者は入館料が必要です
日時　5月5日（土）9:30～21:30
※17:00以降は保護者同伴

普通救命講習会
対象　高校生以上
日時　6月3日（日）9:30～12:30
内容　陸上でのケガ等の応急処置、心肺蘇
生法の講習など
費用　無料
申込締切　6月2日（土）

大人の水泳教室（6・7月実施分）
日程　①大人初心者コース（毎週土曜、全7回）
②ナイト初心者コース（毎週月曜、全7回）　
③ナイト水中運動コース（毎週木曜、全7回）
④平泳ぎ上達コース（毎週水曜、全7回）
⑤バタフライ上達コース（毎週金曜、全7回）
時間　①12:30～13:30
②③19:30～20:30　④⑤9:45～10:30
定員　10人（先着順）　※最低開講人数5人
費用　①②③5,600円　③⑤4,900円
申込方法　5月1日（火）～26日（土）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　6月9日～7月21日の毎週土曜（全7
回）9:45～10:30
定員　10組（先着順）　※最低開講人数5組
費用　5,600円
申込方法　5月1日（火）～26日（土）に費用・
印鑑を持参し申し込み

コーディネーション運動
　体をたくさん動かして運動好きになろう！
対象　①小学生　②中・高校生
日時　①5月5日（土）　②5月6日（日）ともに
11：00～ 11：45

運動会で目指せ１等賞☆
走り方教室
対象　小学生～高校生
日時　5月7日～31日までの毎週月曜・木曜
（全８回）16:00～16:50
場所　あいぽーと前広場（雨天時はあい
ぽーと内ラウンジ）
申込締切　5月6日（日）

地域交流事業
　第８回コーディネーション運動で
　動ける身体づくり

　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
日時　5月8日（火）10:00～11:00
定員　10人
申込締切
5月7日（月）

ラウンジシアター
　大画面で映画を見ます。
対象　小学生～高校生
日時　5月12日（土）13:30～15:00

あいぽーとワークス
　被害にあわない！ あわせない！
　中学生のための携帯教室

対象　中学1～3年生
日時　5月19日（土）13:30～15:30
講師　子どもメディア北海道　中谷 通絵氏
定員　20人（先着順）

ミニバレー交流会
対象　小学生～高校生
日時　5月27日（日）13:00～13:50

ふまねっと健康教室
日時　①5月10日（木）
②5月24日（木）10:30～12:00
内容　床に敷いた50㎝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500円（1回のみの参加も可）
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　174-7160

離乳食教室
対象　5～7カ月のお子さんと保護者 
日時　5月21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、試食など
※託児希望者は申込時に応相談
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　5月17日（木）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

両親教室
日時　5月27日（日）13:00～15:00
内容　出産・育児の話、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　5月23日（水）
申込・問合せ　保健推進課　172-3124

石狩オープンパークゴルフ大会
　運と実力で成績が決まる！ ハンディキャッ
プ制のパークゴルフ大会です。
対象　高校生以上
日時　5月12日（土）スタート7:30～
定員　１２０人（３０組）　※先着順
費用　1人800円、シーズン券所有者は500
円（保険料、運営費含む）
申込締切　5月7日（月）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会
164-1220　564-1222
　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

市民初心者パークゴルフ教室
日時　6月1日（金）13：00～15：30
持ち物　クラブ・ボール（１００円で貸出可）
定員　30人
費用　300円（プレー代）
申込方法　市内パークゴルフ場（緑苑台・み
なくる）にある申込簿に記入
申込締切　5月23日（水）
問合せ　石狩パークゴルフ協会　事務局長
坂東さん　174-5645


