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  ①5/20（月） ②6/3（月）
いしかり市民カレッジ 主催講座2
アイヌと縄文

　アイヌの人びとは本州や大陸と活発な
交流を繰り広げた交易の民でした。この交
易の民としてのアイヌの歴史と縄文人や
縄文文化との関係について学びます。
内容　①アイヌとはどのような人々か
②アイヌと縄文 
時間　10時30分～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
講師　札幌大学教授、前旭川市博物館館長
瀬川 拓郎氏
費用　受講料（全2回分）1,000円
カレッジ生800円 
申込期限　5/7（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）☎74･2249 ※平日9時～17時

  ①5/27（月） ②6/24（月） ③7/8（月）
いしかり市民カレッジ まちの先生企画講座1
大人のための絵本セラピー

　自分をもっと好きになる大人のための絵
本セラピー。絵本を使った大人のための
ワークショップです。
内容　①最初の質問 ②いろいろな色
③あいうえお 
時間　10時30分～12時 
場所　市公民館（花川北6・1） 
講師　絵本セラピスト協会認定絵本セラ
ピスト 田中 美代子氏 
定員　各20人（最少催行人数10人・申込
多数時カレッジ生優先の抽選） 
費用　受講料（全3回分）1,500円
カレッジ生1,200円 
そのほか　各回ごとの受講も可
申込期限　5/13（月）
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）☎74･2249 ※平日9時～17時

第23回石狩市民体育大会 春季大会
【ソフトボール】
日程　6/2（日）　種別　一般男子・壮年男子
場所　スポーツ広場ソフトボール場
申込期限　5/24（金）
申込・問合せ　内川さん
☎090･1647･2148　 76･6562
【ソフトテニス】
日程　①5/18(土) ②5/19(日)～26(日)
種別　①中学生 ②一般男子A･B、一般女
子A･B、壮年の部　
場所　①青葉公園テニスコート ②紅葉山
公園テニスコート　
申込期限　5/10(金)
申込・問合せ　岩脇さん☎090･6997･2892
【卓球】
日程　5/26(日)
種別　男子シングルスA･Bクラス別、男子
ダブルスA･Bクラス別、女子シングルスA･B
･Cクラス別、女子ダブルスA･B･Cクラス別
場所　花川南コミセン　申込期限　5/13（月）
申込・問合せ　川又さん☎76･2255　
　76･2277（市公務サービス内）
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【バドミントン】
日程　①5/18（土） ②5/19（日）
種別　①中学生 ②男女ダブルス・シング
ルス（各ランク分）
場所　B&G海洋センター
申込期限　5/10(金)
申込・問合せ　盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp

【バドミントン】
日程　①5/18（土） ②5/19（日）
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　　アートウォームカフェ ほわぽわ
　　オープン情報
　木の砂場や楽しいおもちゃ、手作りお菓
子、ハーブティーなどを用意しています。
　イベント情報はインスタ、フェイスブック
でお知らせします。
期間　5/8～11/21の毎週水曜・木曜
（祝日を除く）
場所　アートウォームカフェ ほわぽわ
（花畔1･1･56）
【募集します！】
①レンタルBOX利用者
　店内にある棚を有料にてお貸しします。
手作り雑貨などのミニショップを始めませ
んか？
②ボランティア
　手作りお菓子を提供してくれる方を募集
しています。
申込・問合せ　ぽけっとママ 宮田さん
☎090･8636･2004
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石狩市民 手打ちそば教室
　基本的な手打ちそばの知識と技術を習得
します。打ったそばはお持ち帰りできます。 
対象　高校生以上 
日時　6月～12月第1土曜14時～16時（全7回）
場所　そば打ち道場（花川北6･4） 
持ち物　エプロン、三角巾、タオル3枚、持
ち帰り用容器 
定員　10人（申込順） 
費用　1回1,800円（そば粉700g、会場費込み） 
そのほか　詳細は申し込み時に説明
申込期限　4/30（火・休） 
申込・問合せ　いしかり手打ちそば同好会 
小林さん☎64･0117 ☎080･1882･1346
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石狩ハイスタンプ会
【廃食用油を回収します】
　事務局や回収店に廃食用油（天ぷら油、
サラダ油など）持参の方に、1本500mℓに
つき石狩ハイスタンプシールを1枚差し上
げます。 ※事務局以外の回収店は要問合せ
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時　4/1（月）10時～ 
定員　5人（1人1枚、先着順）
【共通事項】
場所・問合せ　石狩ハイスタンプ会事務局
（花川南2・2）☎72･4575 ※平日10時～16時
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【ゴルフ】
日程　5/12（日）
種別　18Hストロークプレイ（新･新ペリア方式）
場所　シェイクスピアカントリークラブ
申込期限　5/5(日・祝)
申込・問合せ　糟谷さん☎64･1220
　64･1222
【ゲートボール】
日程　5/14（火）　種別　団体戦
場所　スポーツ広場ゲートボール場
申込期限　5/5(日・祝)
申込・問合せ　小林さん☎73･6212
【軟式野球】
日程　5/5～6/16 ※毎週日曜
種別　一般　場所　青葉球場、樽川球場ほか
申込期限　4/24（水)
申込・問合せ　坂下さん
☎090･7057･3135
【パークゴルフ】
日程　5/26(日)　種別　男女別個人戦
場所　緑苑台PG場
申込期限　5/18(土)
申込・問合せ　沢口さん☎　74･0804
【弓道】
日程　5/12(日)
種別　競射12射、点取り8射、金的
場所　石狩市弓道場（花川北中学校敷地内）
申込期限　4/24(水)
申込・問合せ　青木さん
☎090･2870･6882
【バスケットボール】
日程　6/9(日)･16(日)・23(日)･30（日）　
種別　一般男子･女子クラス別
場所　B&G海洋センター
申込期限　5/7（火）
申込・問合せ　伊藤さん☎090･2875･9265
　Shota.Ito@city.ishikari.hokkaido.jp
　http://www.ishikari-baske.sakura.ne.jp/
【ミニバレー】
日程　5/26（日）
種別　混成の部、女性の部
場所　B&G海洋センター
申込期限　5/7（火）
申込・問合せ　小黒さん
☎090･9759･2749　 72･9245
【バレーボール】
日程　5/12（日）　種別　女子・4号球
場所　花川小学校（予定）
申込期限　5/7（火）
申込・問合せ　寺島さん☎080･1876･5139
【剣道】
日程　5/12（日）　種別　個人戦
場所　B&G海洋センター
申込期限　4/25（木）
申込・問合せ　滝田さん
☎090･7518･3027
【テニス】
日程　5/12（日）
種別　一般男子ダブルス、一般女子ダブルス
場所　サン･ビレッジいしかり
申込期限　5/5(日・祝)
申込・問合せ　早坂さん
　ishikaritennis@gmail.com
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ダラカ ダラカ ダラカ を かそう！動動動
この春、新しいこと始めませんか？

対象　市内在住の幼児（年長） 
日時　4/9・16・23の火曜15時15分～16時15分 
場所　B&G海洋センター（花畔337・4） 
講師　体育協会職員 
持ち物　飲み物、タオル、上靴（運動靴） 
費用　無料
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会 ☎64・1220

　マット運動やボール遊びなど体育の授業のようにさま
ざまなスポーツを行います。

キッズスポーツクラブ（体験会）
　前屈、反り、側屈、バランス、ひねりなど多様なポーズを
組み入れ、意識を集中させて、気持ちよい汗を流します。

ヨガ教室～ハタ・ヨガ～

　ダイナミックなポーズを組み合わせて、呼吸と動きを調
和させながら集中力を高め、心身をリフレッシュします。

パワーヨガ教室

　ピラティス特有の呼吸法を用いて主にマットの上で行
うエクササイズです。コア（体幹部）を鍛え、身体の歪み
を正常な状態に戻す手助けをします。

フレッシュスポーツ教室～簡単ピラティス～

　団体や職場のグループ・サークルを対象に、運動を通
して健康体力づくりやコミュニケーションを深めるお手
伝いをします。

スポレク出前講座

内容　ルール説明、投球練習、試合
　　　（参加者でチームを作り対戦）
　　　※当日参加可 
対象　市民（初心者、経験者不問）  
日時　4/12～9/27の第2・第4金曜 ※8月のみ第3・第4金曜
　　　18時30分～20時30分 
場所　B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　石狩市スポーツ推進委員 
持ち物　動きやすい服装、上靴（運動靴）　
定員　30人（申込順） 
費用　無料 ※高校生以上は別途入館料1回100円 
問合せ　スポーツ健康課 ☎72・6123

初心者スポーツ教室 
カローリング

対象　高校生以上の市内在住・在学者 
日時　5/13～10/28の毎週月曜16時～18時 
場所　B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　石狩市バレーボール協会　
持ち物　上靴（運動靴） 
定員　20人（申込順）
費用　月500円（別途保険料800円、入館料1回100円） 
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会 ☎64・1220

初心者スポーツ教室 バレーボール 対象　高校生以上の市内在住・在勤者 
日時　5/20～10/28の毎週月曜19時30分～21時30分 
場所　サン・ビレッジいしかり（新港中央1・701） 
講師　日本テニス協会上級指導員資格保有者 
持ち物　テニスラケット、テニスシューズ 
定員　初級12人、中級24人（ともに申込順） 
費用　3カ月4,500円（5月･8月に徴収、別途入館料） 
申込・問合せ　石狩テニス協会 池田さん ☎090・2870・4137
　　　　　　　 yukioike0927@gmail.com

初心者スポーツ教室 テニス

対象　市内在住・在勤者 
日時　4/9～2020/3/24の毎週火曜
　　　①10時～11時 ②19時45分～20時45分
場所　B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　①岸本 亜弥子氏 ②石川 可愛氏 
持ち物　飲み物、タオル、動きやすい服装　定員　各80人（申込順） 
費用　年6,000円（別途入館料1回100円） 
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会 ☎64・1220

対象　市内在住・在勤者 
日時　4/11～2020/3/26の毎週木曜15時15分～16
　　　時15分
場所　B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　ヨガインストラクター 稲垣 沙織氏 
持ち物　飲み物、タオル、動きやすい服装 
定員　40人（申込順） 
費用　年9,600円（別途入館料1回100円） 
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会 ☎64・1220

対象　市内在住・在勤者 
日時　①4/11～2020/3/26の毎週木曜10時～11時
　　　②4/9～2020/3/24の毎週火曜18時30分～19時30分
場所　B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　①岸本 亜弥子氏 ②工藤 綾氏
持ち物　飲み物、タオル、動きやすい服装 
定員　各100人（申込順） 
費用　年6,000円（別途入館料1回100円） 
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会 ☎64・1220

内容　スポーツ・レクリエーション、体育実技、フィットネス、
　　　ダンスなど 
対象　市内在住・在勤・在学するおおむね10人以上の団体 
日時　平日10時～17時 
　　　※土曜・日曜要相談。1回の指導時間は2時間 
場所　申請者が確保した会場 
講師　体育協会職員　　
費用　1時間1,000円 
申込方法　所定の「スポレク出前講座」申込書を開催希望
　　　　　日の6カ月前～20日前に提出　 
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会
　　　　　　  ☎64・1220 　64・1222
　　　　　　　　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

かあい

小学生も
OK！

※保護者同
伴


