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4月号の
原稿締切 2/28●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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食・工房ミイロ代表　
高井 瑞枝氏

　世界を駆け回るトー
タル・フードコーディ
ネーター。日本料理、四
川料理、インド料理な

どを数カ国で学び渡米。アラスカの大学で料
理技術とマネージメントを学ぶ。帰国後、札
幌を拠点に国内外で活躍。著書には、『グル
メルシークッキング』（第三書館）、『食の架け
橋』（彩流社）がある。

講演者プロフィール
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2/2（日）
えい・あい館映画上映会

「足尾74夏…そしてフクシマ原発事故の
2011秋」
時間　14:00 ～ 15:40
内容　日本の公害の原点である足尾銅山
が閉山した翌年に撮られた記録映画の復
元版です。福島原発事故以後の世界を考
える上で貴重な内容となっています
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

2/7（金）
西村弁護士を囲む集い

　札幌市白石区三丁目食堂問題を通して
障がい者の人権擁護を共に考える。
時間　10：00～ 12：00※参加無料
場所　りんくる（花川北6-1）
講師　西村法律事務所 弁護士 西村 武彦氏
申込方法　電話・ファクス・メールで申し込み
申込・問合せ　石狩市地域自立支援協議会
事務局（石狩市相談支援センターぷろっぷ）
172-6137　572-6138
　prop@harunire.or.jp

①2/8（土）　②2/9（日）
第7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。お子さんが参加できるイベントもたく
さんありますので、奮ってご来場ください。
時間　①10：00～ 19：00　②9：00～ 15：00
場所　市役所前広場（花川北7-1）
内容　雪の巨大滑り台、スノートレイン体
験、雪像コンテスト、アイス作り体験ほか
問合せ　寒中石狩屋台村実行委員会
（石狩青年会議所内）172-1715
担当　三津橋さん1090-4873-5224

2/8（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「美女と野獣」
　大画面で映画を見よう♪
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

2/8（土）
いしかり地産地消シンポジウム2014

ものづくりの原点に迫る
時間　13：00～ 16：00※入場無料
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①食・工房ミイロ代表　高井 瑞枝氏
講演　②6次産業化ディスカッション（堀田
農場 堀田 恵一氏、サムリブ 藤岡 登氏、藤
女子大学 村田 まり子氏）　③石狩市6次
産業化推進事業発表会同時開催
※石狩鶏そば、ハマナスピンクハーブソル
ト、石狩産干し野菜ほか試食あり
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（農林水産課内）
172-3164

2/8（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「もえるロウソクと空気」。
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・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）172-2000
　http://www.geocities.jp/science_iii/

2/9（日）
英語でLet’s
クッキング

　石狩在住のカナダ人（外国語指導助手
の先生）と一緒に英語でバレンタイン・クッ
キーを作りませんか？ 簡単なのに素敵♪
あの人への思いがきっと届く・・・
時間　13：00～ 14：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
持ち物　エプロン、三角巾、布巾
定員　24人
費用　1人500円（材料費込み）
申込期限　2/6（木）
申込・問合せ　NPO法人石狩国際交流協会
162-9200

2/11（火・祝）
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（厚田区厚田　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、チューブレース、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　厚田区コミュニティ
「ゆめ倶楽部」栗谷さん178-2012

2/11（火・祝）
図書館講座
「北海道で本をつくる」

時間　14:00 ～ 15:30
内容　温泉紹介で有名な本多政史さんの
楽しいトークです
講師　ライター・編集工房honda主催
本多 政史氏
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）172-2000

2/12（水）
いしかり食と農のカレッジ 有機栽培
で家庭菜園ワークショップ

　5月から実践する圃場（花畔）の作付け
計画やイベント企画を考えます。
時間　10：00～ 12：00
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
費用　500円
申込・問合せ　農林水産課172-3164

2/13（木）・2/27（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（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）
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
1574-7160

2/13（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「思い出の鉄路」
時間　13:00 ～ 14:20
内容　かつて日本の近代化を支え、姿を
消していったローカル鉄道。その現役時代
の貴重な映像がよみがえります
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000
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2/14（金）
第9回ロシアのつどい
「ワインパーティー」

　冬季オリンピック開催地ソチの隣国グ
ルジアのコーカサス地方は「ぶどう発祥の
地」。そこで生まれた世界最古とも言われ
る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　ノースヒル
（生振39-2）　※送迎バスあり
定員　50人
費用　3,000円
申込期限　2/9（日）
申込・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

①2/15（土） ②2/16（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
内容　①事前講習会　②検定会
申込期限　2/7（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

2/15（土）
第48回
石狩の古老に話を聞く会

時間　13:30 ～
内容　八幡在住の大川修司さんに「北生
振の土地改良について」の話を聞きます
費用　200円
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

2/15（土）
石狩病院
市民公開講座

時間　14：00～ 15：00※申込不要
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①医療費について　②えっ、それっ
て本当？～常識、非常識集！泌尿器科編～
講師　①石狩病院医事課職員
②泌尿器科医師 須江 洋一氏
問合せ　石狩病院医事課内医療公開講座
窓口174-8611

①2/16（日） ②2/23（日）
いしかり食と農のカレッジ 

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
作ってみませんか？
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
費用　4,000円（みそ8kg持ち帰り）
申込・問合せ　おやふる工房　加藤さん
1090-2812-9052

①2/16(日)　②3/2（日）
映画上映会

石狩市民講座「萌木」の感謝記念上映会
時間　各日10：30～、13：00～
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①いのちを楽しむ　②世界が食べ
られなくなる日（字幕）
費用　チケット各500円
チケット販売場所　市民図書館喫茶コー
ナー（花川北7-1）、市民活動情報センター
「ぽぽらーと」（花川北コミセン内　花川北3-2）
問合せ　石狩市民講座「萌木」174-9062

2/18（火）、3/4（火） 
いしかり
市民カレッジ

講座13「食品の安全とその現状」
（藤女子大学人間生活学部共催）
時間　13：30～ 15：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　藤女子大学人間生活学部 学部長 
池田 隆幸氏
定員　30人
費用　1,000円・カレッジ生800円（2回分）
申込期限　2/7（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）

2/19（水）

ウオー9の日イベント

魅力満載！石狩浜でもっと健康になろう！
時間　9:30 ～ 14:15（受け付け開始9：00、
出発9：30）
集合場所
りんくる（花川北6-1）
※送迎バスあり
場所　石狩温泉番屋の湯（弁天町34）
内容　石狩ビーチコーミング＆タラソウ
オーキングの映像紹介→運動（どちらか1つ
を選択）【屋外】かんじきウオーキングでタラ
ソテラピー体験（かんじきを履いて約1.5km
を歩きます）／【屋内】運動不足解消スッキリ
簡単体操→石狩こだわりヘルシー弁当（食
事）→温泉入浴→血管年齢測定など
持ち物　飲み物、動きやすい服装、入浴用タ
オルなど　※かんじきウオーキングを希望
する方は暖かい服装でお越しください
定員　40人（先着順）
費用　500円（食事・温泉入浴料込み）
申込期限　2/14（金）
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

2/19（水）
2月のロビーコンサート

トリオシュシュコンサート～日本のうた～
　フルート、マリンバ（パーカッション）、ピアノと
いう珍しい編成で、映画音楽、ＣＭソング、童謡
など、聞きなじみのある日本の曲を演奏します。
時間　12:30 ～ 12：50
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
出演　トリオシュシュ（代表　高田 綾音さん）
問合せ　社会教育課172-3173

2/20（木）～28（金）
「石狩市の保育」作品展

　市内全保育園による絵画や小物など、
園児の日常の作品を展示します。  
場所　りんくる（花川北6-1）
問合せ　石狩市保育所連絡協議会事務局
（南線光の子保育園内）三十苅（みそかり）
さん173-0773

2/22（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　文化活動室を利用する中学生～高校生
時間　10:30 ～ 13:00
定員　12人（先着順）　申込期限　2/19（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

2/22（土）
あいぽーと
おもいっきりASOBI

　みんなで楽しく雪合戦！
対象　小学生～高校生
時間　11：00～ 12：00
持ち物　雪あそびができる服装
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688

2/22（土）
あいぽーと 「こども会議」
～みんなの意見が大切～

　「冬の大運動会」の準備をします。
対象　小学生～高校生
時間　14:00 ～ 15:00
持ち物　雪あそびができる服装
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688

2/23（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「冬の大運動会」

　寒さに負けず、みんなおもいっきり走ろう！
対象　小学生～高校生
時間　13：30～ 15:00
持ち物　雪あそびができる服装
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688
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