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5月号の
原稿締切 3/31●まで月

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

Ishikari

2

Ishikari

6
Ishikari

10

Ishikari

11

Ishikari

7

Ishikari

8

Ishikari

9

Ishikari

12

Ishikari

3

Ishikari

4

Ishikari

1

Ishikari

5
Ishikari

13

小
中
学
生
が
参
加
で
き
る
行
事
で
す

い
し
か
り
市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
講
座
で
す

3/1（土）・2（日）
中古本のリサイクル市
第5回「ブック・マーチ」

　文庫本・小説・雑誌・児童書などの中古
本を廉価で頒布します。もらい手のなかっ
た本は、アジア地域などで学校支援活動
を行うＮＰＯ団体に寄付します。
時間　10:00 ～ 16:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
問合せ　市民活動情報センター「ぽぽらーと」
177-7070／市民図書館172-2000

3/2（日）
えい・あい館
映画上映会

「福島 生きものの記録 シリーズ1 ～被爆～」
時間　14:00 ～ 15:20
内容　福島第一原発事故以降の南相馬市
に生きる人々や動物たちの生活を長期に
わたり克明かつ冷静に記録した作品です
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

3/6(木)
ことの会新春新会員募集
無料体験

　楽器はお貸しします。
時間　大正琴10:00 ～ 11:00、文化箏（ご
と）11:00 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
問合せ　中駄さん164-0213

3/7（金）
手づくりピザ教室

時間　10：00～ 12：00
場所　りんくる（花川北6-1）
費用　500円
申込期限　3/5（水）
申込・問合せ　エンジョイ健康生活
久保さん162-4750

3/8（土） ※ほか1回
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
日程　①3/8（土）事前講習会・3/9（日）検
定会　②3/28（金）事前講習会・3/29（土）
検定会
場所　朝里川温泉スキー場（小樽市朝里
川温泉1-394）
申込期限　開催日の1週間前
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

3/8（土）
あいぽーとおもいっきり
ＡＳＯＢＩ

　ちょっと変わった鬼ごっこをします。
対象　小学生～高校生
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

3/8（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

今月の映画「パコと魔法の絵本」
　大画面で映画を観よう♪
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

3/8（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。3月のテー
マは「サッカーボールはなぜカーブするの？
飛行機はなぜ飛ぶの？実験で謎解き！」。
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
   http://www.geocities.jp/science_iii/

3/9（日）

ウオー9の日イベント

代謝を上げるウオーキング
　冬の間に運動不足で脂肪をためないよ
うに、狭い場所でもできる代謝を上げるウ
オーキングと脂肪燃焼に効果的なエクサ
サイズを行います。
時間　10:00 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　ダックスポーツクラブ パーソナル
トレーナー 高津 宏樹氏
定員　30人（先着順）
費用　無料
持ち物　飲み物、上靴、タオル、筆記用具
申込期限　3/7（金）
申込・問合せ
スポーツ健康課
172-6123

3/11（火）
忘れない！3.11

　「3.11を忘れない」という思いをこれから
も持ち続け、気持ちを一つにするため、犠牲
になられた方々の慰霊と復興を願います。
時間　18:00 ～ 19:00
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
問合せ　忘れない！3.11連絡会（商工会
議所青年部）172-2111

3/12（水）
ガーデニング講習会「庭の花々
植栽集中講座」の説明会

　お庭や花壇を季節ごとに彩りたい方に
お勧めの講座の説明会です♪
時間　10：30～ 11:30
講座日程　3/26(水) ～隔週　全5回
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
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　30人
費用　全5回講習料15,750円、説明会は
無料※要予約
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

3/13（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「大笑い・健康プログラム　第１笑」
時間　13:00 ～ 14:15
内容　落語・ヨガ・トークで大笑いして、ス
トレスを解放し健康になりましょう！
場所・問合せ
市民図書館
（花川北7-1）
172-2000

3/13（木）・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（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

ク
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3/15（土）・16（日）
第26回
石狩市公民館まつり

　テーマは「広げよう!交流の輪」。市内の
公民館・分館などで活動しているサーク
ル・団体が日ごろの成果を発表します。
時間　10:00 ～ 16:00 ※16(日)は15:00まで
内容　展示・頒布、手づくり市、ステージ発
表、お食事処など
場所・問合せ　市公民館（花川北6-1）
174-2249

3/15（土）
あいぽーとワークス
＆アイポの部屋

アルバイトをしたい君が知っておきたい
ワークルール
　知って得する“労働法”。
対象　中学生以上
時間　13:00 ～ 14:00
講師　北海道教育大学法律学研究室
費用　無料
申込期限　3/14（金）
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

3/16（日）
講座・絵本を楽しむ

大人のための昔話～異類婚・どうしてハッ
ピーエンドにならないの？～
対象　中学生以上
時間　10:00 ～ 12:00
内容　昔話を読み、日本では西洋と違い、
結ばれないことが多かったという意外な
視点でお話をします
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

3/20（木）～30（日）
伊丸岡 秀蔵 氏写真展
「羆と熊猫」

　札幌在住の写真家・伊丸岡 秀蔵氏が知
床半島のヒグマと中国・陝西（せんせい）
省で撮影したパンダの臨場感あふれる写
真を展示します。
【図書館講座「羆と熊猫」】
　伊丸岡 秀蔵氏を迎えて、撮影時のエピ
ソードや写真の解説などを話していただ
きます。
日時　3/21（金・祝）11:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 15:00
講師　㈱キャスト代表取締役、NPO法人
厚田岩波映像資料センター理事長
伊丸岡 秀蔵氏
場所・問合せ
市民図書館
（花川北7-1）
172-2000

3/21（金・祝）
ハマナスマルシェ

　ハンドメイド品の展示・販売（10ブース
予定）や廃棄ダンボールによる「リサイク
ルボックス」の展示ブース、宮城県亘理町
の社団法人WATALISほかの作品販売に
よるチャリティーブースもあります。
時間　11:00 ～ 16:00
場所　市民プール（花川北3-2）
問合せ　「いとはりおしごと」　桑田さん
167-1049

3/21（金・祝）
いしかり地産地消
「味本市」

　浜益牛、望来豚、ホタテ焼、魚のくんせ
い、果樹園ジュース、野菜ポタージュ、地麦
パンなど、石狩の海と大地の味覚が味わ
えます。石狩産の食材を使った新商品も登
場しますので、お見逃しなく。
時間　10：00～ 15：00
場所　JAいしかり地物市場「とれのさと」
（樽川120-3）
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

3/21（金・祝）
トップランナー
課外授業

ミスターコンサドーレ曽田雄志講演会
「夢を現実に！今しかできない大切なこと」
　コンサドーレ札幌の元選手、曽田雄志氏
を招き、子どものころのお話、サッカーへ
の情熱、地元への愛着や、曽田氏へのQ＆
Aなどを含めた講演会です。
対象　小・中学生　※保護者や指導者なども可
時間　14:00 ～ 15:30
場所　かでる2・7ホール（札幌市中央区北2西7）
費用　無料　　定員　500人（先着順）
申込方法　住所・氏名とふりがな（保護者同
伴の場合は保護者名も）・電話番号（ファクス番
号）・性別・学校名・学年・曽田氏への質問を明
記し、ファクス・メール・はがきで申し込み
申込期間　3/11（火）～17（月）　※必着
申込・問合せ　札幌広域圏組合事務局「トッ
プランナー課外授業」係（〒060-0001札幌
市中央区北1西3-3札幌MNビル10階）
1011-290-1313　5011-290-1311
   top2013@kouiki.chuo.sapporo.jp

3/22（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　3/19（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

3/22（土）
あいぽーと 「こども会議」
～みんなの意見が大切～

　今年度の活動をムービーで見て振り返
ろう！
対象　小学生～高校生
時間　14:00 ～ 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

3/23（日）
あいぽーとスポーツ交流会
「かたき」　

　あいぽーと人気投票No1になった
「かたき」をみんなでやりましょう！
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

3/25(火)
第8回ラウンドテーブル

　「札幌市もみじ台団地」の再生にかか
わった方の話を聞こう！ 石狩市の団地に
住み続けるにも高齢化率は上昇の一途。
まちづくりの課題をみんなで整理、解決の
糸口を見つけるには！
時間　18：00～
場所　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）
講師　（株）石塚計画デザイン事務所
蔵田 恵氏
定員　20人　※電話にて事前申し込み
費用　100円（コーヒー付）
申込・問合せ　市民活動情報センター
「ぽぽらーと」177-7070

3/25(火)
「お一人様（独身）の老後～遺言・相続・
成年後見を考える」無料セミナー

時間　13：00～ 14：30
場所　りんくる（花川北6-1）
定員　15人（先着順）　※予約不要
問合せ　行政書士池田法務事務所
池田さん172-3558

3/26（水）～30（日） ※5日間
石狩スキースクール
春休みスキー教室

場所　朝里川温泉スキー場（小樽市朝里
川温泉1-394）
費用　小・中学生27,500円　高校生以上
31,800円（会員は小・中学生24,200円、
高校生以上27,450円）
申込期限　3/10（月）
申込・問合せ
ＮＰＯ法人
石狩スポーツクラブ
1090-9084-3941


