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4月号の
原稿締切2/28●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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2/1（金）～7（木）
北方領土パネル展

　2月7日は北方領土の日です。わが国固
有の領土である北方四島（択捉島･国後
島・色丹島・歯舞群島）の早期返還の実現
は、道民はもとより国民の長年にわたる悲
願です。
場所　市民図書館（花川北7-1）
問合せ　総務課
172-3149

①2/2（土） ②2/3（日）
寺島先生の
コーディネーション道場

運動を好きになろう
　今月と来月はまとめを行います。　「力
かげん」と「バランス」10点満点目指してが
んばろう♪
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

2/3（日）
えい・あい館映画上映会

「アダン」
時間　14:00 ～ 16:20
場所・問合せ
市民図書館
（花川北7-1）
172-2000

2/6（水）
食と農のカレッジ
石狩産蕎麦でそば打ち

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（そば4人分お持ち帰りあり）
場所・申込・問合せ　山加製粉（株）（新港
西1-771-3）　175-9811

2/7（木）
内部被曝学習会

時間　18：30 ～ 20：30

場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　独立行政法人国立病院機構　北海
道がんセンター　院長　西尾 正道氏
費用　300円
問合せ　市民ネットいしかり　
1572-8161（平日10：00 ～ 15：00）

2/9（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

ハッピーフィート
対象　小学生～高校生
時間　13:00 ～
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

2/9（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。2月の
テーマは「磁石って何だろう」。
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

①2/9（土） ②2/10（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

集合時間・場所　朝里川温泉スキー場（小樽
市朝里川温泉1-394）9：10センターハウス2階
内容　①事前講習会　②検定会
申込締切　2/1（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

2/10(日)
厚田区ウィンターレク
フェスタ

時間　9:30 ～ 14:30
場所　厚田公園（旧厚田スキー場）
内容　ロング滑り台、ちびっ子滑り台、ス
キー回転競技、そり競技、雪像コンテスト、
屋台コーナー、ステージイベントほか
申込・問合せ　厚田区自治体育振興会事
務局　栗谷さん　178-2012

2/10（日）
バレンタインカード作り

　英語を使いながらバレンタインカード
を作りましょう！
対象　3歳～小学3年生と保護者
時間　15：00 ～ 16：30
場所　紅南会館（花川北1-5）
定員　10組
費用　300円（材料費など）
申込・問合せ　阿波連（あはれん）さん
1090-2070-4744

2/11（月・祝）
わくわく英語クラブ

　バレンタインデーを題材にカード作りと
簡単チョコクッキングに挑戦します。
対象　小学生
時間　15：00～16：30
場所　樽川南第１会館（樽川190-49）
定員　10人
費用　300円（会場費、材料費ほか）
申込締切　2/8（金）
申込・問合せ　安田さん　1574-6198

2/24（日）
家庭教育講演会

「今、親として～子どもたちにとっての家庭～」
　2児の母であり、保護司・作家・コミュニ
ティＦＭ放送のＤＪなど数多くの顔を持
つ、大沼えり子氏の講演会です。東北地方
にある3つの少年院に向けての院内放送
を制作しており、2007年その生き方が「ガ
ラスの牙」と題してドラマ化されました。多
くの少年との出会いから見えてきた、親と
の大切な関わりとは、子どもにとっての家
庭とは何か。子育てのヒントが盛りだくさ
んの講演会です。
時間　10:30 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
申込締切　2/12（火）
申込・問合せ　社会教育課　
172-3173
574-2249
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2/12（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～

　テーマは「バランス」。自分自身の身体が
バランス崩れてもよくコントロールできる
ような運動を行います。
対象　60歳以上
時間　10:00 ～ 11:00
定員　10人
申込締切　2/11（月・祝）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

2/13（水）～17（日）
北の浜村写真展
（撮影：経塚剛敏氏）

場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

2/13（水）・14（木）
リサイクル固形石けんと
美肌水作り講座

時間　9:30 ～ 12:00
持ち物　空のペットボトル500ｍｌを2本、
軍手、タオル
定員　各日10人（先着順）
申込方法　2/1（金）9：00 ～電話で申し込み
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

2/13(水)
子供達のフッ化物洗口に
ついての学習会

　フッ化物洗口の効果や安全性、副作用
について学習します。
時間　①10：00 ～ 11：30　②13：00 ～ 14：30
場所　①花川南コミセン（花川南6-5）　
②花川北コミセン（花川北3-2）
講師　堀 弘子氏
問合せ　子供達のフッ化物洗口を考える会
糟谷さん　172-5039

2/13（水）
食と農のカレッジ
家庭菜園冬コース②

有機栽培で家庭菜園を始めよう
　「肥料づくり」「病害虫の話」について学
びます。
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
申込・問合せ　農林水産課　172-3164

2/14（木）・28（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

2/14（木）
名作を楽しむ会

「赤道～ガラパゴス　海流の魔術」
時間　13:00 ～ 14:10
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

2/15(金)
第8回ロシアのつどい

「ロシアワインパーティー」
　グルジア産ワインとロシア料理で、ユー
ラシア諸国の文化にふれてみませんか？
時間　18：30 ～
場所　茨戸ガーデン（生振39-2）　※送迎
バスあり
定員　50人
費用　3,000円
申込締切　2/9（土）
問合せ　日本ユーラシア協会石狩支部
事務局　三上さん　1090-3775-8624

2/16（土）
第42回石狩の古老に
話を聞く会

時間　13:30 ～
内容　花川北在住の金田方夫さんに「戦
前に行った北千島の北洋漁業」の話を聞
きます。
費用　200円
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）　172-2000

2/16（土）
石狩病院
市民公開講座

時間　14：00 ～ 15：00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　①検査でわかる動脈硬化症～動脈
硬化症ってなに？～　②過活動膀胱につ
いて～トイレが近くて困っていませんか？ 
あきらめないで！ その症状、治療で改善す
ることができます～
問合せ　石狩病院医事課内医療公開講座
窓口　174-8611

2/16（土）
いしかり地産地消
シンポジウム2013　

「農業の6次産業化で石狩魅力☆再発見」
時間　13：00 ～ 15：30
場所　りんくる（花川北6-1）

内容　①基調講演｢農業の６次産業化に
よる地域の活性化について｣～ふうれん特
産もち米の生産から加工、販売まで～講師
　株式会社もち米の里ふうれん特産館　
代表取締役　堀江 英一氏
②パネルディスカッション「石狩における
農業の６次産業化と魅力について」
③石狩市６次産業化パイロット事業発表
会　※試食あり
申込・問合せ　いしかり地産地消フェスタ
実行委員会事務局　農林水産課　
172-3164

①2/16(土) ②2/17(日)
第6回寒中石狩屋台村

　おいしい食べ物と楽しい企画が盛りだく
さん。雪の巨大滑り台など子どもが参加で
きるイベントもたくさんあります。サーモン
ファイタールイベも来るよ！
時間　①10：00 ～ 19：00
②10：00 ～ 15：00
場所　市役所前広場（花川北7-1）
そのほか　各種イベント参加者・ボラン
ティアを募集予定。詳細は石狩青年会議所
HPでご確認ください
問合せ　寒中石狩屋台村実行委員会（石
狩青年会議所内）　松尾さん　
1090-1526-1617

①2/17（日） ②2/24（日）
食と農のカレッジ
えだまめ大豆で味噌づくり

　えだまめ大豆でひと味違った味噌をつ
くってみませんか？
時間　10：00 ～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①説明会　②仕込み
持ち物　三角巾、エプロン
定員　20人
費用　4,000円（材料費：味噌約8キロ分）
申込締切　2/15（金）
申込・問合せ　おやふる工房　加藤さん
1090-2812-9052


