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3月号の
原稿締切 1/31●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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12/21（土）～3/30（日）
テーマ展
「資料館のお宝 2014」

　毎年皆様からご寄贈いただきました資料
を紹介しています。今年も市内外の方から、
貴重な資料を多数寄贈していただきました。
資料館のお宝はみんなのお宝―感謝の気持
ちを込めて、展示させていただきます。
時間　9:30 ～ 17:00
費用　300円（中学生以下無料、団体料金
15人以上240円）　※入館料
場所・問合せ　いしかり砂丘の風資料館
（弁天町30-4）162-3711　※火曜休館

1/6（月）
あいぽーと
「こども新年会」

　ジャグリングパフォーマー「Kuro」さん
がやってくる。自家製おしるこ、集団ゲー
ムで初遊び♪
対象　幼児～高校生
時間　11：00～ 14：00
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（火）～13（月・祝）
あいぽーと
シアターウィーク

　どんな映画を見ようかな？ 詳しくはHP
をご覧ください♪
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

1/9（木）・23（木）
ふまねっと健康教室

時間　10:30 ～ 12:00　※申込不要
場所　学び交流センター（旧紅葉山小学校　
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）
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
1574-7160

1/9（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「大氷壁に挑む～ 谷川岳・一の倉沢」
時間　13:00 ～ 14:30
内容　かつて冬の雪山で滑落、凍傷となり、足
の指3本を失った登山家・廣川健太郎氏があえ
て「魔の山」と恐れられる冬の谷川岳登山へ再
起をかけ挑む姿に密着したドキュメンタリー
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

1/11（土）
あいぽーと
冬の科学教室

「水の凝固点降下」
対象　中学生～高校生
時間　13：30～ 15：00
定員　10人　　申込期限　1/9（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

1/11（土）
あいぽーとワークス
こども羊毛フェルト教室

対象　小学生
時間　10：00～ 12：00
定員　10人　　費用　300円
申込期限　1/9（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

1/11（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 ～ 13:00
定員　12人（先着順）
申込期限　1/8（水）
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（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「バスケットボール」

　大人気スポーツ「バスケット」の
試合をみんなで楽しもう☆
対象　小学生～高校生
時間　13：30～ 14:20
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688

①1/15（水） ②1/29（水）
いしかり食と農のカレッジ

有機農法で家庭菜園
　春に向けて家庭菜園の準備をしませんか？ 
５月からは圃場での実習も予定しています。
時間　10：00～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①有機農法とは　②農業の基本シ
リーズ「土・大気・水のお話」
講師　1・5ファーム　長 良幸氏
費用　各500円
申込・問合せ　農林水産課172-3164

①1/18（土） ②1/19（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）9：00センターハウス2階集合
※バス運行（有料）
内容　①事前講習会　②検定会
申込期限　1/10（金）
申込・問合せ　NPO法人石狩スポーツクラブ
1090-9084-3941

1/18（土）
あいぽーと
おもいっきりASOBI

　けん玉＆めんこにチャレンジ♪
対象　小学生　時間　11：00～ 11：30
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688

1/19（日）
沖縄が私達に訴えるもの

【命（ぬち）と人権、これ以上のものがあり
ますか？】
時間　10：00～ 12：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①沖縄現地報告　②沖縄視察から
③フロアからの発言
講師　①沖縄県北中城村議会議員　山田 晴憲
氏　②石狩市議会議員　和田 順義氏
費用　500円（資料代）
問合せ　瀬尾さん1090-7659-7349

①1/21（火） ②1/28（火）
いしかり
市民カレッジ

主催講座12　北の人物伝Ⅱ
「北海道の歴史を彩った人々」
時間　10：30～ 12：00　定員　30人
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①小林多喜二～プロレタリア文学
「蟹工船」を読む　②船山馨が描く北海道
開拓～「石狩平野」を読む
講師　北海道立文学館学芸員　喜多 香織氏
費用　1,000円・カレッジ生800円（2回分）
申込期限　1/14（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（平日9：00～17：00）
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1/24（金） ※ほか4回
冬太り解消教室

　自宅でも簡単にできる運動や、基礎代
謝を上げる食べ方など、太りにくい身体の
つくり方をご紹介します。寒くて家にこも
りがちな冬ですが、教室に参加して冬太り
を解消しませんか？ 
対象　74歳以下の運動に支障のない市民
日時　１/24・31、2/7・14・21（全て金曜。
全5回）10：00～ 12：00（2/7は調理実習
のため13：00まで）
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　脂肪燃焼運動、ヘルシーメニュー
の調理実習、講義など
定員　20人
費用　500円
申込期限　1/17（金）　※先着順
申込・問合せ
保健推進課
172-3124

①1/25（土） ②2/1（土）
連続講座
石狩大学博物学部

　石狩の自然や歴史の最新トピックを紹
介！ 資料館の学芸員が、写真や実物をお見
せしながら、分かりやすくお話しします。１
科目だけの受講も可。　※いしかり市民カ
レッジ連携講座。道民カレッジ連携講座
時間　13：00～ 15：20
場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　①１時間目：石狩海洋学（志賀健司）
　２時間目：石狩民俗学（石橋孝夫）
②３時間目：石狩考古学（荒山千恵）
　４時間目：石狩歴史学（工藤義衛）
定員　各40人（先着順）
申込方法　1/4（土）～電話申込
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館
162-3711

1/26（日）
第18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　9：00～受付
場所　りんくる（花川北6-1）
定員　150人
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
申込期限　1/15（水）
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条3丁目
17-102）1090-8634-0636

1/26（日）
いしかり食と農のカレッジ 美味しい
海の幸を料理＆味わう会

　魚のさばき方と美味しいお魚料理を学
びます。
時間　9：30～ 14：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　鮮魚店「鮮魚鯔背（いなせ）」小野 真氏、
北海道フードマイスター　木村 光江氏
持ち物　三角巾、エプロン
定員　40人（先着順）
費用　1,500円（小学生～高校生1,000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

1/28（火）
環境講座

　「ペレットストーブ」を囲み、ゆっくりとバ
イオマスの話をします。
時間　14:30 ～
場所　地域食堂きずな（花川南4-4）
講師　北海道大学大学院工学研究院・北海道
木質ペレット推進協議会副会長　山形 定氏
定員　15人　※電話申込
費用　300円（コーヒー付き）
申込・問合せ　NPO法人ひとまちつなぎ
石狩160-2722

1/29（水）

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
集合場所　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
方々と防風林（約１km）の自然について学
習しながら歩きます。②防風林～発寒川
沿いを歩く約４km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）
申込期限　1/23（木）
そのほか　用具の無料貸し出し有り
申込・問合せ
スポーツ健康課
172-6123

1/31(金)
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

2/1（土）
第28回花川南地区
青少年健全育成協議会

少年少女意見発表会
　花川南地区の小中学生の代表が、社会やまちづ
くり、友人関係などについて意見を発表します。
時間　10:30 ～ 12:30
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
問合せ　花川南地区青少年健全育成協議会事
務局（花川南小学校内）高島さん173-1924

2/1（土）
報告会

時間　①13：00～ 14：30
②14:40 ～ 15：30　③15：40～ 16：30
※どの時間からも参加自由
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①棟方加代子＆伊関史子と語ろう会
②棟方加代子の広島平和行動報告
③伊関史子の福島視察報告
費用　100円
そのほか　手話通訳、託児あり（託児の申
し込みは1/27（月）まで）
問合せ　市民ネットいしかり172-8161
（平日10：00～ 15：00）

2/2（日） ※予備日2/9（日）
第35回石狩浜歩くスキー＆
かんじきウォーキングの集い

対象　歩くスキー・ウォーキング愛好者
時間　9：00～受付（石狩観光センター）
集合場所　石狩観光センター前（親船町107）
内容　石狩浜周辺　歩くスキー：4km・7km
コース、かんじき：3.5km　定員　100人
費用　500円（中学生以下無料）
申込期限　1/28（火）
そのほか　歩くスキーとかんじきの用具貸し出
しあり、石狩ライオンズクラブより甘酒サービスあり
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会
164-1220　564-1222
　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

①2/6（木）～  ②2/7（金）～
誰でも簡単！ ステップ
エクササイズで脂肪燃焼

平成２５年度ウオーキング講座
　男性も大歓迎です！ ご家族、お友達を誘っ
てご参加ください。
コース日程　①2/6・13・20・27（全て木曜）
※全4回　②2/7・14・21・28（全て金曜）
※全4回
時間　①14：00～ 15：00　②19：00～ 20：00
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　体組成測定（初回のみ）、ステップ
エクササイズの効果説明・実技指導
講師　（一社）アクトスポーツプロジェクト
石島 俊輔氏
持ち物　上靴、飲み物、タオル
定員　各30人(申込多数時抽選）
費用　1コース500円（全4回分）
申込期限　1/30（木）
申込・問合せ　スポーツ健康課172-6123
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