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7月号の
原稿締切5/31●まで金

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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5/4（土・祝）
あいぽーと
おもいっきりＡＳＯＢＩ

新聞紙を使おう
対象　小学生   　時間　11：00 ～ 11：30
定員　10人（先着順）
申込・場所・問合せ　こども未来館「あい
ぽーと」（花川北7-1）　176-6688

5/5（日・祝）
第6回にゅうふるさと
桜まつり

時間　11:00 ～ 16:00　※雨天時は5/6
（月・振）に順延
場所　花川南3丁目通り沿い防風林（花川
南2-2）　※車での来場不可
出店　ジンギスカン、豚汁、飲料、射的など
問合せ　花川中央商店街振興組合二世会
事務局　172-4575

5/6（月・振） ※ほか7回 
あいぽーと
走り方教室

運動会で１等賞を目指そう☆
　速く走る方法、教えます。
対象　小学生　　時間　16：00 ～ 16：45
日程　5/6（月・振）・9（木）・13（月）・16（木）・
20（月）・23（木）・27（月）・30（木）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

5/9（木）・10（金）・11（土）
包丁とぎ講座

時間　9:30 ～ 11:00　　費用　500円
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
定員　各日5人（先着順）
申込期間　5/1（水）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

5/9（木）

ウオー9の日イベント
「桜ウオーク」

　南線神社や防風林、了恵寺などで桜を
見ながら、ウオーキングを楽しみます。
時間　10:00 ～ 12:00　※雨天中止
集合場所　ふれあいの杜公園西側駐車場
（樽川4-1）
コース　花川南地区約6.5kmのコース
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴･服装
そのほか　申込不要。直接集合場所へ。
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

5/9（木）・23（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）
内容　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

5/9・16・23 ※全て木曜
いきいき元気塾～
ふまネット運動

時間　13:00 ～ 15:00　　持ち物　上靴
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
申込・問合せ　介護老人保健施設オアシ
ス21　岸上さん172-0021

5/10(金)
べこもち作り

時間　9：30 ～ 13：00
場所　紅南会館（花川北1-5）
持ち物　スカーフ、エプロン
定員　8人（先着順）　　費用　500円
申込期限　5/8（水）
申込・問合せ　杏の会　174-6196　
574-6198

5/11（土）
映画上映会
（こどもの読書週間記念行事）

「もうひとつのどうぶつえん」ほか
時間　13:00 ～ 14:00
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

5/11（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

　楽しい映画をみんなで見よう。
対象　小学生～高校生
時間　13:00 ～ 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

5/11（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。
　5月のテーマは「表をつくろう：“おこづか
いちょう”とサイエンス」。
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

5/12（日）
いしかり食と農のカレッジいしかり森
林ボランティア　クマゲラ

「春の森を歩こう」
　山菜とりをして森からの恵みについて
学んでみませんか？ 　※雨天決行
時間　8：00 ～ 15：30
集合場所　市役所駐車場（花川北6-1）
※バスで厚田公園に移動
持ち物　動きやすい服装、長靴、軍手、カ
マ、弁当、飲み物、雨具、虫よけ
定員　30人（先着順）
費用　300円
申込期限　5/10（金）
申込方法　ファクスで申し込み
申込・問合せ　関さん　1574-4502

5/12（日）
こどもの日無料開放

対象　中学生以下　※17:00以降は保護
者同伴
時間　9:30～21:30　
場所・問合せ　市民プール（花川北3-2）
174-6611

5/12（日）
えい・あい館映画上映会

「老人と海」
時間　14:00 ～ 15:40
場所・問合せ
市民図書館
（花川北7-1）
172-2000

5/13（月）～17（金）
5月のロビー展  水彩サー
クル ナスカの会 作品展

時間　9：00 ～ 17：00（初日は10：00から、
最終日は16：00まで）
場所　市役所ロビー（花川北6-1）
問合せ　社会教育課　172-3173

5/16（木）
名作を楽しむ会「海の歴史 
第1回 生命の誕生」

時間　13:00 ～ 14:00
内容　海底の熱水噴出孔の調査から、海
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と生命誕生の謎を解明します。
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

5/16(木)
ガーデニング講習会
庭の花々

対象　ガーデニング初心者の方
時間　①10：30 ～ 12:00
②13：00 ～ 14：30
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　①植え方・グランドカバープランツ
10と日陰向きベスト20　②バラの植え方・
無農薬病害虫予防
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　各15人
費用　各1,000円（会場費、教材費：オリジ
ナルテキスト）
申込方法　氏名・住所・電話番号を明記し
ファクス
申込・問合せ　小さな花園　元井さん　
1090-6213-3170　572-8397

5/16（木）・24（金）
廃材木工講座
花台（3点セット）

時間　9:30 ～ 12:00
定員　各日5人（先着順）
費用　500円
申込期間　5/1（水）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

5/17（金）・25（土）
廃材木工講座
魚干しストッカー

時間　9:30 ～ 12:00
費用　1,000円
定員　各日5人（先着順）
申込期間　5/1（水）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

5/17(金)
簡単ブラウス作り
（手縫い）

　古浴衣を利用してブラウスを作ります。
時間　9：00 ～ 13：00
場所　紅南会館（花川北1-5）
持ち物　古浴衣、6㎜幅ゴム140㎝、裁縫道具
定員　5人（先着順）
費用　1,000円（材料代別）
申込期限　5/15（水）
申込・問合せ　杏の会　174-6196
574-6198

5/17(金)
いしかり食と農のカレッジ浜益の果樹
園で学ぶ①～お花見～

時間　10：00 ～ 13：00
場所　きむら果樹園（浜益区幌）
費用　1,000円（昼食代）

申込・問合せ　いしかり食と農のカレッジ
事務局（農林水産課内）　172-3164

5/18（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。　※初めて利用する
団体は受講しなければ使用できません
対象　文化活動室を利用する中学生～高
校生
時間　10:30 ～ 12:30　
申込期限　5/16（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

5/18（土）
自然観察会
～厚田、浜益の自然巡り～

　厚田、浜益に広がる山々と海が織りなす
自然豊かな場所を巡り、野鳥や草花を観
察します。
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
時間　9:30 ～ 16:00
集合場所　9:30市役所来客用駐車場
持ち物　昼食、飲み物、敷物、帽子、上着、雨
具、筆記用具、お持ちの方は双眼鏡、運動靴
定員　30人（先着順）
費用　無料
申込期限　5/15（水）
申込・問合せ　環境課　172-3240

5/19（日）
講座・絵本を楽しむ

時間　11:00 ～ 12:00
内容　「やさしいおじいちゃん」をテーマ
にした絵本を読みます。
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

5/20(月)
菊作り研修会

時間　13：00 ～
場所　花川南1条会館（花川南1-2）
内容　①大菊三本仕立ての作り方、小鉢
上げ実技　②大菊苗の配布、ダルマ苗の
挿し芽
申込・問合せ　石狩植物愛好会　瀬野さん
174-0229

5/20（月）～24（金）
総合治水推進週間
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。
問合せ　管理課　172-6122

①5/22　②5/29 ※全て水曜
いしかり
市民カレッジ

主催講座2　北の人物伝 I「北海道の歴史
を彩った人々」
時間　10：30 ～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①大河ドラマ「八重の桜」ヒロイン
新島八重と北海道　②大河ドラマ「八重の
桜」ヒロインの兄、山本覚馬と土方歳三
講師　好川 之範氏
定員　30人
費用　1,000円・カレッジ生800円（2回分）
申込期限　5/10（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（平日
9：00 ～ 17：00）

5/23（木）
廃材木工講座
ベンチ（二人掛用）

時間　9:30 ～ 12:00
定員　各日5人（先着順）
費用　1,200円
申込期間　5/1（水）9：00 ～電話で申し込
み　※昨年受講された方は不可
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

5/23（木）
子ども達のフッ化物洗口
安全性と効果についての学習会

　フッ化物洗口の安全性や副作用につい
て学習します。
時間　10：00 ～ 12：00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　堀 弘子氏
費用　100円（資料代）
問合せ　子供達のフッ化物洗口を考える会

糟谷さん　172-5039

5/25（土）
いしかり食と農のカレッジるるる♪
キッチンガーデンくらぶ

「みんなで畑づくり」
　るるる♪畑で野菜づくりをしませんか？
ご家族でもお一人でもお気軽にどうぞ。　
時間　10：00 ～ 15：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
持ち物　農作業できる服装
定員　40人（先着順）
費用　500円（昼食代）
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




