
　27（水）
“福祉”を知るセミナーinさっぽろテレビ塔
　札幌圏の4社会福祉法人の若手職員が「福
祉の仕事の魅力」や「私の働き方」をテーマに
お話します。後半は軽食をとりながら交流も。
途中入退場可。
対象 支援員や介護職員を目指す高校生･大学生
（学部･学科不問）など
時間 15時～19時
場所 さっぽろテレビ塔2階（札幌市中央区大通西１）
問合せ 社会福祉法人はるにれの里
☎62･8360

　30（土）
風車学習会 海岸から2kmに8,000kW風車
14基が！ 新港洋上風車計画変更に
　評価書確定前に１基4,000kWから2倍の
8,000kWに変更が確定。高さ200mの風車
が出す騒音･超低周波音や景観などへの影響
の再評価が必要です。
時間 13時30分～15時30分
場所 花川北コミセン（花川北3・2）　
費用 300円（資料代ほか）
講師･問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える石狩
市民の会代表 安田さん☎090･6211･1602

　石狩ハイスタンプ会
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙３冊+現金３００円で無記名SAPICA
１枚を事務局で交換。
日時 11（月）10時～
定員 ５人（１人１枚、先着順）
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～12時30分

　30（土）
石狩の稲穂でお正月かざり
　石狩の農家が大切に育てた「ななつぼし」の
稲穂に、飾りは環境にやさしい素材を用意しま
した。あなただけのオリジナルのしめ縄で新し
い年を！
時間 10時～12時 
場所 花川北コミセン（花川北３・２） 
講師 サークルスタディ　
持ち物 エプロン、花ばさみ、持ち帰り袋、ラジオ
ペンチ（お持ちの方）
定員 14人（申込順）
費用 2,200円
申込・問合せ NPO法人ひとまちつなぎ石狩
☎　60･2722 ※火～土曜10時～17時

　27(水)
おもちゃフォーラムinいしかり
～さわって・あそんで・みて・きいて～
　木の砂場やよりすぐりのおもちゃで遊びま
せんか？ 積み木、カプラ、ままごと、汽車・車、絵
本、手作りおもちゃなどで遊べます。
※申込不要。お子さんは保護者と一緒にご参
加ください

時間 10時30分～15時
場所 樽川南第一会館(樽川8・2)
費用 100円/1人（保険代）
問合せ 子育て支援ワーカーズぽけっとママ　
☎090･8636･2004

　27（水）
大人のプレミアム食育講座（個人向け）
内容 食育講話、給食試食、給食センターの紹介
対象 18歳以上の市民
時間 10時30分～12時
講師 市栄養士　持ち物 筆記用具
定員 30人（申込順）　費用 422円
そのほか 5人以上のグループ・団体の方は別
日程で実施可。希望の方はご連絡ください
申込期限 12（火）
場所・申込・問合せ 学校給食センター
（花川北7・1）☎62･8015

　①29（金） ②12/6（金）
いしかり食と農のカレッジ
地場産大豆の初心者手づくり味噌講座
　地場産の大豆と米麹で手づくり味噌を作り
ます。大豆2㎏で約8㎏の味噌ができます。自
宅で発酵させて、来年出来上がります（1㎏の
お試しコースもあり）。詳細は申し込み時に説
明します。
内容 ①説明会 ②仕込み
時間 ①10時～12時 ②10時～12時30分
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
講師 いしかり農産物加工グループ連絡協議会会員
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具、ポリ袋ほか
定員 15人
費用 出来上がり約8㎏4,800円、約4㎏2,500円
※どちらも塩・容器などは含まれません
申込期間 1（金）～18（月）
申込・問合せ 松村さん☎090･1524･4983

　27(水)
第13回 おしゃべり上映会 落語編
グルメばなし～空腹注意～
　地域おこし協力隊で落語マニアの今野さん
が、地域の皆さんと一緒に落語を楽しむ上映
会です。飲み物とお菓子をいただきながら、
気楽～～に楽しみましょう！11月は、おいしい
ものが出てくる噺特集。食べる芸は噺家さん
の腕の見せ所です。
時間 13時～15時（作品正味約90分）
場所 厚田保健センター（厚田45・5）
持ち物 筆記用具　定員 20人（申込順）
費用 大人200円（飲み物、お菓子代）、学生無料
申込期限 26（火）17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

時　間 10時～17時（最終日は14時まで）
問合せ はまなすフェスティバル実行委員会（環境保全課内）☎72･3269

第7回 いしかり海辺の自然フォトコンテスト

応 募 作 品 展 示 会応 募 作 品 展 示 会
　はまなすフェスティバル実行委員会では、全国的
にも希少になりつつある自然海岸を色濃く残した
石狩浜の魅力を広く発信するため、「いしかり海辺
の自然フォトコンテスト」を開催しています。
　7回目となる今回は32点のご応募をいただき、
厳正なる審査の結果、入賞作品が決定しましたの
で、下記の日程で入賞作品と全応募作品を展示し
ます。
　応募作品を通して、石狩の美しい海辺の魅力を
再発見してください。

石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48・1） ※火曜休館
花川北コミセン（花川北3・2）
花川南コミセン（花川南6・5）
市役所1階ロビー（花川北6・1） ※土・日曜閉庁
札幌エルプラザ１階情報センター（札幌市北区北8西3）
市民図書館（花川北7・1） ※月曜休館

3（日・祝）まで
12（火）～19（火）
12/3（火）～10（火）
12/16（月）～27（金）
R2/1/28（火）～2/7（金）
R2/2/14（金）～21（金）

日程・場所
「互いの赤色」 朝倉拓雄さんグランプリ賞

はなし はなしか
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まる元らくらく運動教室
椅子に座っての運動を中心に、楽しく無
理のない範囲で頭と体を使い、日常生活
で必要な筋肉の維持や強化を図ります。
対象 自分で会場に行ける65歳以上の市
民で、普段運動をしていない方、足腰の
筋力低下を自覚している方など
日時 毎週木曜①10時30分～11時30分 
②13時～14時 ③15時～16時
場所 ①八幡コミセン(八幡2・332)
②りんくる(花川北6・1)
③花川南コミセン(花川南6・5)
講師 健康運動指導士
持ち物 運動靴、タオル、飲み物、運動し
やすい服装
定員 ①③10人（申込順） ②3人（申込順）
費用 月1,000円　
そのほか お近くの会場1カ所をお選び
ください。健康状態により参加できない
場合あり
申込・問合せ 高齢者支援課 ☎72･7017 

自衛官等採用説明会
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛官）
②陸上自衛隊高等工科学校生徒
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の方 ②中学校卒業
（見込み含む）～17歳未満の男子
日時 9（土）10時～12時
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
問合せ 自衛隊札幌地方協力本部 江別
地域事務所 ☎011・383・8955
(平日9時～17時)

会員募集
【石狩剣道連盟】 
内容 剣道の稽古および各種大会への参加
対象 高校生以上の市内在住･在勤者
日時 月･木曜18時～21時  
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337・4）
費用 入会金1,000円、年10,000円
申込・問合せ 加藤さん ☎　 72・4033
 　ishikarikenrenjimukyoku@yahoo.co.jp

【はなあぜの会】
内容 童謡、唱歌、ポップス、シャンソン、
日本の歌、外国の歌などを楽しみ、懐か
しい曲を心行くまで楽しむ時間を共有
します
日時 第2・4木曜10時～11時30分
場所 学び交流センター（花川北3・3）
費用 月2,000円
申込・問合せ 坪内さん☎74・5151

市営・単身者住宅入居者
募集団地 単身者住宅 望来1戸
案内書配布期間 1（金）～
配布場所 建築住宅課、厚田・浜益支所、
各コミセン、本町簡易郵便局
申込期間 8(金)～12(火)
※前月以前に公募し応募のなかった住
宅（親船・厚田・浜益）について随時先着
募集。詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

A  12/26（木）～29（日）
B  Ｒ2/1/4（土）～7（火）
C  Ｒ2/1/8（水）～11（土）
D  Ｒ2/3/26（木）～29（日）

4日間コース全4コース＋
土日コース

Ｒ2/1/18～2/29の土曜
※1日のみのレッスンも可

Ｒ2/1/9（木）･10（金）

R2/1/18（土）～3/15（日）の
土･日曜 ※2/16（日）を除く

4日間コースA･B･C･Dコース
のうち2コース

小学生…31,100円
中学生以上　
…………37,350円

小学生…60,000円
中学生以上　
…………71,450円

小学生…80,850円
中学生以上　
………101,450円

小学生…86,000円
中学生以上　
………103,550円

①4日間コース
対象 小学生～一般

③土日コース（17日間）

⑥シニアコース（7日間）
　対象 一般

対象 小学生～一般

④シーズンコース（33日間）
　対象 小学生～一般

①②バス･食事･リフト券･レッスン･保険付き、ジュニア検定料無料
③⑥リフト券･レッスン･保険付き、バス代別途、昼食各自　　　
④レッスン･保険付き、バス代別途、昼食･リフト券各自
⑤リフト券･レッスン･保険付き、ジュニア検定料無料、バス代別途、昼食各自
⑦食事･リフト券･レッスン･保険付き、バス相談に応じます　
※定員に満たないコースは実施しません

⑦初めてのスキー教室
　（2日間）
対象 小学1年生～3年生

30,000円

40,950円

16,500円

場所 サッポロテイネ ハイランドゾーン（札幌市手稲区手稲本町593）
申込期限 5（火）
申込・問合せ NPO法人石狩スポーツクラブ ☎090･9084･3941

石狩スキースクール スキー教室

②8日間コース
対象 小学生～一般

Ｒ2/1/18（土）･19（日）･
25（土）･26（日）

⑤キッズコース（4日間）
対象 満4歳～小学1年生
（保護者同伴）

申込書 秘書広報課、各支所、市公民館
※市ＨＰから入手可
申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、
郵送、ファクス、メールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

花いっぱい運動参加団体 
令和2年度の花いっぱい運動に参加す
る団体を募集します。
対象 市道の植樹帯や公園などの公共施
設に花を植えていただける町内会など
の団体
助成基準 1㎡当たり4株まで（応募総数
に応じ苗を配布）
配布草花 サルビア、マリーゴールドなど
申込方法 所定の申込書を5（火）～19（火）
に提出 ※申込書は下記と厚田・浜益支
所にあり
申込・問合せ 都市整備課（花川北6・1
市役所2階） ☎72・3671

FAX

げん

募  集

2019.1121

コース名・対象 日　程 費　用

1月号の原稿締切日は30㈯です

必ず連絡先を明記してく
ださい。「会員募集」は申
込順、掲載は年1回です。


