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2月号の
原稿締切 12/31●まで火

本欄へ掲載希望の方は、左記日付までに秘書広報課へ持参（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。
〒061-3292　花川北6条1丁目30-2　574-5581     hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jp
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12/2（月）～6（金）
寿窯の陶芸作品展
～四角の中のものがたり～

時間　10:00 ～ 16:00（最終日は15:00まで）
場所　花川南小学校（花川南6-5）
問合せ　寿窯　前野さん
1090-8271-0355

12/3（火）
サポートブック説明会

　障がいのある子や発達に心配のある子
の情報や周囲へのお願い事を書きとめる
ことで、福祉サービスや相談へうまく引き
継いでいくための「サポートブック」の説
明会を開催します。
時間　10：00～ 12：00
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　①障がいを持つお子さんの小・中
学生期についてのお話　②一般就労、福
祉就労をしている障がいを持つお子さん
を育ててきた先輩お母さんのお話
問合せ　石狩市自立支援協議会事務局
（石狩市相談支援センターぷろっぷ）
172-6137

12/5（木） ※ほか3回
包丁とぎ講座

日程　12/5（木）～ 7（土）・14（土）
時間　各日9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
定員　各日5人（先着順）
費用　500円
申込期間　12/3（火）9：00～電話申込
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1-22）164-3196　※月曜・祝日休館

12/7（土）
あいぽーとワークス

【みそづくり体験】
　石狩産の大豆を使ってみそをつくります♪
対象　小学生～高校生
時間　10：00～ 12：00
定員　10人
【ローズウィンドウ制作】
　万華鏡のように美しいローズウィンドウ
の作り方体験。ステキな物をつくろう☆
対象　小学生～高校生
時間　10：00～ 12：00
定員　10人
場所・申込・問合せ　こども未来館
「あいぽーと」（花川北7-1）176-6688

12/7（土）
あいぽーと
スタジオ研修

　あいぽーとの文化活動室にある機材の
使用方法を学びます。バンドで利用する団
体は全員受講しましょう。
対象　文化活動室を利用希望の中学生～
高校生
時間　10:30 ～ 12:30
定員　12人（先着順）
申込期限　12/5（木）
場所・申込・問合せ　こども未来館
「あいぽーと」（花川北7-1）176-6688

12/7（土）
石狩クリスマス会

　みかん皮アートとお食事。ハンドベル・
ゴスペル・クリスマスの話で楽しい時間を！
時間　16：40～ 20：00
場所　花川南睦美会館（花川南8-3）
講師　みかん皮アート　岡田 好弘氏
定員　100人
費用　700円（食事代、小学生500円、4～
6歳300円）
申込・問合せ　本間さん172-0755

12/7（土）
認知症ＦＣいしかり
家族のつどい

　認知症の方とその家族同士で交流を
します。お互いの悩みを話したり、おしゃ
べりしたり、普段の介護の息抜きをしま
せんか？
　ご家族の方がゆっくりお話しできるよ
うに、一緒にご参加の認知症の方には、研
修を受けたボランティアが別にサポート
します。
対象　市内の認知症の方と家族
時間　10：00～ 12：00
場所　りんくる（花川北6-1）
問合せ　認知症フレンドシップクラブ石狩
事務局　木元さん1090-9751-5170

12/7（土）
講演会「北海道医療大学
北方系生態観察園の自然」

　「小さい植物たちの大きな生命エネル
ギー」をたくさんの人たちに伝えたい！　
植物エネルギーメッセンジャーの堀田先
生をお迎えして、元気の種を分けていた
だきたいと思います。
時間　13：30～ 15：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　北海道医療大学薬学部准教授
堀田 清氏
費用　300円（資料代ほか）
問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト
安田さん1574-6198

12/7（土）
石狩病院　市民公開講座

時間　14:00 ～ 15:00　※申込不要
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　①ＡＥＤって知っていますか？
②不整脈って…？ペースメーカーに関連して
講師　①三谷看護師　②循環器科・内科 
渡邊医師
問合せ　石狩病院　医事課内医療公開講
座窓口174-8611

12/8（日）
音楽イベント
「HEART2013」

　B’zのサポートメンバーでおなじみの
増田隆宣氏をはじめとする豪華出演者に
よるコンサート。
時間　12:00 ～ 19:30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
出演　増田 隆宣、池田高校吹奏楽部ほか
費用　1,500円(小中学生500円、未就学
児無料)
問合せ　HEART2013実行委員会
174-3999
　http://www.live-heart.com

12/8（日）
えい・あい館映画上映会

「Ｍａｙｕ －ココロの星－」
時間　14:00 ～ 16:10
内容　大原まゆさんの闘病記「おっぱい
の詩」の映画化作品。21歳の若さで乳がん
を患いながらも、前向きに生きようとする
女性の心の成長を描いた人間ドラマです
出演　平山あや、三浦友和ほか
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000
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運動不足に
なりがちな冬は、
おうちでも
ラジオ体操を！
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12/12（木）・19（木）
ふまねっと健康教室

時間　10:30 ～ 12:00
場所　学び交流センター（花川北3-3　旧
紅葉山小学校）
持ち物　底の平らな上靴
費用　月2回500円（1回のみ参加も可）
※申込不要
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
1574-7160

12/12（木）
子ども達のフッ化物洗口と健康
への影響についての学習会

時間　10：30～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　堀 弘子氏　　費用　無料
問合せ　子供達のフッ化物洗口を考える会
糟谷さん172-5039

12/12（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「失われた文明　インカ・マヤ③～密林が
生んだ二千年の王国～」
時間　13:00 ～ 14:30
内容　マヤ文明の発展について、古代都
市ティカルを検証し、その秘密を探ります
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

 ①12/13（金） ②12/18（水）
ボランティア体験&
ポイント説明会

対象　ボランティア活動に関心のある方
日時　①14：30～ 15：30　②10：30～ 11：30
場所　①花川南第2会館（花川南10-3）　
②紅葉山会館（花川北2-2）
内容　切手整理体験とボランティアセン
ターの説明　※無料
問合せ　石狩市ボランティアセンター
172-8341

12/14（土）
石狩消費者協会
「くらしの講座」

整理収納を身につけよう！
時間　10：00～ 11：30　※無料
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　整理収納アドバイザー
桑島 まゆみ氏　　申込期限　12/6（金）
問合せ　石狩消費者協会
1572-2432（月～金曜10:00 ～ 15:00）

12/14（土）
石狩エンジェルキッズ
クリスマス会

時間　10：00～ 12：00　 定員　100人
場所　花川南睦美会館（花川南8-3）
内容　ゲーム、歌、クリスマスのお話、ケー
キ作り
申込・問合せ　本間さん172-0755

12/14（土）
いけばな親子体験教室
クリスマスの飾り花

　石狩市の文化遺産を活かした地域活性
化事業です。
対象　親子（祖父母も可）
時間　12：30～
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
費用　2,000円（花代・2人分・保険代を含む）
申込・問合せ　朝比奈さん1573-3418

12/14（土）
クリスマスコンサート
2013

　市内中学校・高等学校の吹奏楽部・局と
石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団、
南線小学校リコーダークラブによるコン
サート。入場無料。
時間　開演13:00（開場12:30）
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
そのほか　石狩ライオンズクラブ協賛
問合せ　社会教育課172-3173

12/14（土）
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。12月
のテーマは「色がかわるふしぎ」。
対象　小学1年生以上
時間　13:30 ～ 15:00　※科学実験室は
13:30 ～ 14:15
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000
　http://www.geocities.jp/science_iii/

12/14（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「ファンタジア」
対象　小学生～高校生
時間　13:30 ～ 15:00
場所・問合せ　こども未来館
「あいぽーと」（花川北7-1）176-6688

12/14（土）
第47回
石狩の古老に話を聞く会

時間　13:30 ～　　費用　200円
内容　花川北在住の田中 實さんに「昭和
20年代の石狩の農業のエピソード」のお
話を聞きます
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）172-2000

12/15（日）
講演会「伊豆半島の風車建設問題、
特に健康被害と自然破壊について」

　伊豆半島では大型風車が多数建設さ
れ、深刻な健康被害と自然破壊が起きて
います。現地の「生の声」を聞き、住民・行
政・事業者がなすべきことを考えます。
時間　13：30～ 16：00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　静岡県東伊豆町・町議会議員
藤井 廣明氏
費用　300円（資料代ほか）
そのほか　石狩湾岸の風力発電を考える
石狩市民の会・銭函海岸の自然を守る会・
北海道自然保護協会 主催
問合せ　石狩湾岸の風力発電を考える石
狩市民の会　安田さん1574-6198

12/15（日）
ラジオ体操講習会

　ラジオ体操は、身体の筋肉、関節を満遍
なく動かすことを計算に作られた究極の
全身運動です。継続することにより、柔軟
性、敏しょう性、筋力、心肺機能の向上はも
ちろん、内臓機能の働きも促進します。
　ラジオ体操第１・第２・みんなの体操の各
運動のポイントを確認しながら、参加者全
員で実技を行います。正しい動きをマス
ターし、冬の運動不足を解消しましょう。
※この講習では、座位（椅子に座ったまま
行う体操）は行いません
時間　①10:00 ～ 11:30
②13:30 ～ 15:00
場所　①花川南コミセン（花川南6-5）　
②市民プール（花川北3-2）
持ち物　上靴、飲み物、タオル、運動でき
る服装
申込期限　12/12（木）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

12/19（木）
12月のロビーコンサート

フルートでクリスマス♪
時間　12：30～ 12：50
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
出演　フルート・アンサンブル いちごパ
ルフェ
問合せ　社会教育課172-3173


