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3月号の
原稿締切1/31●まで木

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
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1/5（土）～2/10（日）
安部公房の世界

　先ごろ未発表の小説が発見されるなど、
注目されている作家安部公房の書籍、初
版本を展示します。
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

①1/5（土） ②1/6（日）
寺島先生の
コーディネーション道場

テーマは「バランス」
　自分の身体をバランスよくコントロール
できるようになろう♪
対象　①小学生　②中・高校生
時間　11：00 ～ 11：45
定員　各10人（先着順）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

1/7（月）
あいぽーとの
こども新年会

時間　①10：00 ～ 12：45　②13：00～15：00
内容　①お汁粉、綿あめなどお楽しみコー
ナー　②新芸能集団「乱拍子」公演
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

1/7（月）～11（金）
キッズボランティア
体験

　りんくるロビーの「ふれあい喫茶コー
ナー」でお手伝いをして、利用者とふれあ
い、福祉・ボランティアに関心を持つきっ
かけづくりのために実施します。
対象　市内の小学生
場所　りんくる（花川北6-1）
定員　1日3人（先着順）
申込期限　参加希望日の前日まで
申込・問合せ　石狩市社会福祉協議会　
ボランティアセンター　172-8341

1/8（火）
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

対象　60歳以上　  時間　10:00 ～ 11:00
定員　10人　　申込締切　1/7（月）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

1/10（木）・11（金）・12（土）
冬休み親子手づくり
木工教室

対象　市内の小学生（保護者同伴）

時間　9:30 ～ 12:00
持ち物　軍手・前掛け
定員　各日10人（先着順）
申込方法　1/4（金）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

1/10（木）・24（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）
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・問合せ　ふまねっとはまなす　永山
さん　1574-7160

1/10（木）
名作を楽しむ会

「赤道」～アマゾン　黄金の大河
時間　13:00 ～ 14:10
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

1/11（金）
冬休み
ちょこっとアート

「ランチ付き楽しくかけるパステル教室」
対象　小学3～ 6年生
定員　10人
時間　10：00 ～ 14：00
講師　PNあとり　太田 和孝氏
費用　2,000円（材料費、額、ランチ代込み）
場所・申込・問合せ　地域食堂きずな（花
川南4-4-66）　177-6393

1/12（土）
あいぽーとワークス

羊毛フェルト de ネコづくり
対象　小学生
時間　10:00 ～ 12:00
申込期限　1/4（金）　※先着順
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

1/12（土）
食と農のカレッジ
キッズコース

おいしい石狩産小麦でうどんづくり
対象　小学生以上
時間　10:30～13：00
定員　10人　　費用　100円
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

1/12（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。1月のテー
マは「電池と磁石でアルミ箔を動かそう」。
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

1/16（水）
家庭菜園冬コース①「有機
栽培で家庭菜園を始めよう」

　「食と農のカレッジ」の講義です。
時間　10：00 ～ 12：00
定員　20人
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　1・5ファーム　長 良幸氏
そのほか　冬コース②は2/13（水）を予定
申込・問合せ　農林水産課　172-3164

①1/19（土） ②1/20（日）
石狩スキースクール　

ＳＡＪ公認級別バッジテスト・ジュニア検定会
場所　朝里川温泉スキー場（小樽市朝里
川温泉1-394）
内容　①事前講習会　②検定会
申込締切　1/11（金）
そのほか　バス運行（有料）
申込・問合せ　ＮＰＯ法人石狩スポーツ
クラブ　1090-9084-3941

1/21（月）～ ※全10回
太極拳教室

対象　市民
日程　1/21（月）・28（月）、2/4（月）・12（火）・18
（月）・25（月）、3/4（月）・11（月）・18（月）・25（月）
時間　10：00 ～ 11：30
場所　りんくる（花川北6-1）
講師　森 豊貴氏
持ち物　上靴
定員　40人（先着順）
費用　3,000円
申込締切　1/15（火）
申込・問合せ　地域包括支援センター介
護予防担当　172-7017

1/23（水）
ボランティア体験&
ポイント説明会

　ボランティア活動に興味がある方なら、
どなたでも気軽に参加できます。ボラン
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ティア体験として誰でも簡単にできる切手
整理活動を体験できます。
対象　ボランティア活動に関心のある方
時間　13:00 ～ 15:00
持ち物　はさみ
場所　白樺会館（花川北2-5）
問合せ　石狩市社会福祉協議会　ボランティ
アセンター　172-8341

1/25･2/15・3/8（全て金曜）
いしかり市民カレッジ

まちの先生企画講座４「おいしい紅茶の淹
れ方」
時間　14：00 ～ 15：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　勝又 徳子氏
定員　16人（最少催行人数12人）
費用　1,500円・カレッジ生1,200円（3回分）
※茶葉、菓子代は各回別途500円程度
申込期間　12/18（火）～ 1/11（金）
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

1/26･2/16・3/9（全て土曜）
いしかり市民カレッジ

主催講座14　辻正一さんが語る「お茶の
間目線の経済炉辺談義」
時間　10：30 ～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　辻 正一氏　　定員　30人
費用　1,500円・カレッジ生1,200円（3回分）
申込期間　12/10（月）～ 1/15（火）
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

1/26（土）
食と農のカレッジ
いしかり水産教室

　石狩の冬の味覚「ニシン」と「ホタテ」を
使ってさばき方や料理（刺身、フライ、マリ
ネなど）を学びます。
時間　13：00 ～ 16：00 
費用　500円
場所　藤女子大学（花川南4-5）
講師　石狩市の指導漁業士さん
持ち物　家庭で使っている包丁、三角巾、
エプロン
定員　20人
申込・問合せ　農林水産課　172-3164

1/27（日）
第17回
石狩市民囲碁大会

対象　市内在住・在勤者、市内囲碁団体所属者
時間　受付9：00 ～
定員　150人
場所　りんくる（花川北6-1）
費用　1,500円（昼食付き）
申込方法　はがきに住所、氏名、電話番
号、出場段級位を記入し郵送
申込締切　1/15（火）

申込・問合せ　石狩市民囲碁大会事務局
寺内さん（〒061-3213　花川北3-3-17-102）
1090-8634-0636

1/27（日）
るるる♪キッチンガーデン
くらぶ「魚介パエリア」

　石狩の魚介を使ってパエリア作り。1人で
も参加可。「食と農のカレッジ」の講義です。
時間　10：00 ～ 12：00
場所　藤女子大学（花川南4-5）
持ち物　三角巾、エプロン
定員　40人
費用　1,500円（小学生～高校生1,000円、
小学生未満500円）
申込・問合せ　るるる♪キッチンガーデンくら
ぶ事務局　栗原さん　1011-736-9811

1/27（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「ドッジビー」

　当たっても痛くないフリスビーを使用し
て、みんなで試合を楽しもう。
対象　小学生～高校生
時間　13:00 ～ 13:50
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

1/28（月）
学校給食試食会

時間　11：45 ～ 13：45
場所　花川南小学校（花川南6-5）
持ち物　スリッパ・エプロン・三角巾
定員　20人（先着順）　　費用　450円
申込・問合せ　いしかり学校給食を考える
会　大森さん　174-2161

1/29（火）

ウオー9の日イベント

スノーシュー体験～冬の防風林を歩こう！
時間　10:00 ～ 12:00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
コース　①防風林を札幌方面に歩く約３
㎞のコース：石狩浜夢の木プロジェクトの
方と防風林（約1㎞）の自然を観察しながら
歩きます。　②防風林～発寒川沿いを歩く
約4㎞のコース。
持ち物　飲み物、タオル、帽子、手袋、暖か
い服装
定員　20人（先着順）
費用　500円（はりきりウオーキングラリー
part2参加者は無料）
申込締切　1/23（水）
そのほか　用具無料貸し出し有り
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

1/29（火）
食と農のカレッジ
手打ちうどん講座

　石狩産小麦「きたほなみ」を使用してう

どんづくりをしませんか？
時間　①10：00 ～ 12：00  ②13：00 ～ 15：00
講師　山加製粉㈱スタッフ
持ち物　三角巾、エプロン
定員　各5人
費用　2,500円（うどんのお持ち帰りあり）
場所・申込・問合せ　山加製粉㈱（新港西
1-771-3）　175-9811

2/1（金）～ ※全5回
ウオーキング講座

丹田エクササイズで姿勢改善
　正しい呼吸をしながら骨格を支える筋
肉を刺激し、健康的で美しい姿勢に！
日程　2/1 ～ 3/1（毎週金曜）
時間　13：30 ～ 15：00 
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　神対処療法研究所　所長　神 誉正氏
持ち物　上靴、飲み物、タオル、筆記用具
定員　40人(先着順）
費用　1,000円（はりきりウオーキングラ
リーpart2参加者は500円）
申込締切　1/22（火）
申込・問合せ　スポーツ健康課　
172-6123

2/2（土）
いのちあふれる石狩湾　
海の生きもの講座

海中から浜辺まで　映像と標本でみる
時間　14:00 ～ 16:30
場所　札幌エルプラザ2階環境研修室（札
幌市北区北8西3）
内容　「水中カメラが映す石狩湾の生物多
様性」ダイビングショップゼムハウス代表　
藤田 尚夫氏、「自然教室を通じた磯の生きも
の観察」旭川大学地域研究所特別研究員　
斎藤 和範氏、コメンテーター　いしかり砂丘
の風資料館学芸員　志賀 健司
定員　80人（先着順）
そのほか　全国モーターボート競走施行
者協議会助成事業
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護セン
ター　172-3240

2/3（日） ※予備日2/10（日）
第34回石狩浜歩くスキー＆
かんじきウォーキングの集い

　石狩浜周辺を歩くスキー（4㎞・7㎞コー
ス）とかんじき（3㎞）で楽しみませんか？
時間　9：45 ～
定員　100人
集合場所　石狩観光センター「ゆめぽーと」前
（親船町107）
持ち物　上靴、飲み物、タオル、筆記用具
費用　500円（中学生以下無料）
申込締切　1/18（金）
そのほか　歩くスキー、かんじき用具貸し
出しあり
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会
164-1220　564-1222
     i-sports@crocus.ocn.ne.jp
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