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3月号の原稿締切

31金
以下に該当する場合は、掲載をお断りさせていただきます。

● 営利目的の販売・勧誘、宗教、政治活動 ● 公の秩序を乱すような内容のもの ● 広く市民に周知する内容と認められないとき

　①2/5（水） ②2/19（水）
いしかり市民カレッジ 主催講座14 
続 ・々サイエンス教室

～身近な電子機器と数のはなし
内容 ①身近な電子機器のはなし：ＣＤやＬＥＤ、
電子レンジ、液晶などの仕組みについて
②おもしろ数学のはなし：偏差値の仕組みや計
算尺の不思議など
時間 10時30分～12時
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
講師 元北海道大学教授 三島瑛人氏
費用 1,000円、カレッジ生800円（2回分）
申込期限 22（水）
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

　7（火） ※ほか4回
浜益冬ごもりアート活動 切り絵体験
　原画に沿って画用紙をカッターで切り抜く
だけ！ 手軽に切り絵を楽しみませんか？
日時 ①7（火）・18（土）・28（火） ②14（火） ③21（火）
13時～16時 ※時間内出入り自由
場所 ①陶芸工房 千本窯「六文焼」（毘砂別78･6）
②浜益温泉（実田254･4）
③浜益コミセン「きらり」（浜益630・1）
費用 作品により100～500円程度（材料費）
問合せ 地域おこし協力隊　
柿岡さん☎090･8638･1165

　10（金） ※ほか3回
1月のマナビーバ
　ひとり親家庭の子どもたちに、大学生の学習
ボランティアが分かりやすく教えます。
対象 中学3年生 ※中学1、2年生は要相談
日時 10（金）・17（金）・24（金）・31（金）18時45分
～20時45分 ※食事をする方は18時～
場所 こども未来館「あいぽーと」(花川北7・1)
費用 夕食が必要な方は1回250円
申込・問合せ NPO法人こども・コムステーション・
いしかり 伊藤さん☎080･5838･8914

　20（月）
うたごえ広場
　懐かしい童謡･唱歌･歌謡曲･フォーク･ポップス
など、みんなで歌いましょう。
時間 14時～15時　定員 15人程度　
場所・問合せ 地域活動支援センターえみな
（花川南8・3）☎77･6616

　10（金）・24（金）
子ども学習支援
学びスクエア～いしかり～
　大学生を中心とした地域のボランティアが
一緒に勉強します。必ずお申し込みください。
対象 小学4年生～中学3年生
時間 15時30分～17時30分
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2・3）
持ち物 勉強道具　申込期限 当日午前中
申込・問合せ （有）アット学びスクエア学習支援
事務局 佐藤さん☎62･8100
　info@at-corporation.co.jp

　①25（土） ②2/1（土）
石狩の自然や歴史の最新トピックスを
学芸員が紹介！
連続講座 石狩大学博物学部
内容 ①石狩地球科学／厚田・浜益火山学、石狩
歴史学A／石狩浜の烽火台
②石狩歴史学B／巡るお坊さん、石狩歴史民俗
学／旅する石たち
時間 13時～15時　場所 市民図書館（花川北7･1）
定員 各40人（申込順）
申込期間 4（土）～各前日まで
申込・問合せ いしかり砂丘の風資料館 
※火曜休館 ☎62･3711

　25（土）
洋上風車学習会 海の自然を学ぶ（その2）
石狩川のサケに学ぶ：負けるが勝ちの
生き残り戦略
　サケの生活史、餌や生活場所が得られると
残り、得られないと降海するサケの生き方を
学びます。
時間 13時30分～15時30分
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
講師 北海道大学名誉教授・北極域研究センター
研究員 帰山雅秀氏
費用 300円（資料代ほか）
問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える
石狩市民の会 安田さん☎090･6211･1602

　22（水）・29（水）、2/5（水）
文化講座 初めての琴
対象 成人　時間 13時～15時
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 山田流 木村峰薫氏
定員 15人　費用 500円（3回分）
そのほか お琴は用意します
申込期限 20（月）
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎75･1288

　23（木）
ファミサポ 出前「こっこひろば」
　たくさんのおもちゃや絵本を用意しています。
時間内は出入り自由。当日の会員登録も可。
内容 木のおもちゃ、わらべうた遊びほか
時間 10時30分～14時　
場所 パストラル会館（樽川6・2）
問合せ いしかりファミリー・サポート・センター
☎72･5552 ※平日9時～17時

　21（火）
フッ素の健康影響など
化学物質から子ども達を守るための座談会
時間 10時～11時30分　　
場所 花川南コミセン（花川南6・5）　
講師 フッ素問題全国連絡会事務局 堀弘子さん
問合せ 子ども達のフッ化物洗口を考える会　
糟谷さん☎080･4505･7907

　30（木）
Nature Session 2020
　環境や自然について私たちができることは
何かを考えます。
内容 J-VER映像作品上映会・トークイベントほか
時間 19時～21時
場所 札幌市民交流プラザ 
クリエイティブスタジオ（札幌市中央区北１西１）
出演 草野竹史氏（ezorock 代表）、崎川哲一氏
（樹木医・木育マイスター）、藤井賢彦氏（北海道
大学准教授）、市川草介氏（MORIHICO.代表）、
北川陽稔氏（映像作家）
問合せ 環境政策課☎72･3698

　9（木）
手話カフェ
　手話が全く分からなくても石狩のろう者と
ふれあいながら、手話でのおしゃべりを体験で
きます。石狩在住のろう者の方も、ぜひ遊びに
来てください。
時間 10時～11時　費用 100円　
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2･3）
協力 石狩聴力障害者協会会員
問合せ 北海道手話通訳問題研究会道央支部
石狩班 神原さん☎090･6213･2113

　30(木)
ぽけっとママ 冬のひろば
　冬のお出かけスポットとして、
親子で遊ぶひろばを開催。木の
おもちゃ、おままごと、積み木、
絵本などを用意しています。
お弁当持参でゆっくり遊んでく
ださい。 
対象 親子　時間 10時～14時
場所 樽川南第1会館（樽川8・2）
問合せ 子育て支援ワーカーズ ぽけっとママ
宮田さん☎090･8636･2004

　30(木)
ぽけっとママ 冬のひろば
　冬のお出かけスポットとして、
親子で遊ぶひろばを開催。木の
おもちゃ、おままごと、積み木、
絵本などを用意しています。
お弁当持参でゆっくり遊んでく
ださい。 
対象 親子　時間 10時～14時
場所 樽川南第1会館（樽川8・2）
問合せ 子育て支援ワーカーズ ぽけっとママ
宮田さん☎090･8636･2004

　2/4（火）
博士が教える！
スーパーフード「赤ビーツ」のお話
　健康野菜として注目されている「赤ビーツ」の
何がすごいのかを、長年研究されている先生が
お話します。
時間 14時～16時
場所 市民図書館（花川北7・1）
講師 藤女子大学名誉教授 知地英征氏
定員 30人（申込順）　費用 1,000円
申込・問合せ （一社）アクト・スポーツプロジェクト
☎62･8162 ※平日9時～17時
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　2/7（金）
第15回 
ロシアのつどい ワインパーティー
　黒海とカスピ海に囲まれたコーカサス地方の
世界無形文化遺産に指定されているワインを
飲みながらユーラシア諸国に触れてみませんか？
時間 18時30分～ ※送迎バスあり
場所 茨戸ガーデン（生振39･2）
定員 50人　費用 3,500円
申込期限 2/1（土）
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☎　74･4104 ☎090･3775･8624

　①2/16（日） ②2/23（日・祝）
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つくって
みませんか？
内容 ①説明会 ②仕込み ※両日参加できる方
時間 ①10時～12時 ②10時～14時
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
持ち物 ②エプロン、三角巾、マスク、手袋、袋、樽
定員 20人（申込順）　費用 4,500円
申込期限 2/12（水）
申込・問合せ おやふる工房 
加藤さん☎090･2812･9052 ☎64･9452

　2/24（月・振）
水泳記録会 兼 泳力検定会
内容 各泳法での記録会と基準タイムによる検定 
対象 25ｍ以上泳げる方 
時間 9時～13時（予定） 
定員 100人（申込順） 
費用 記録会は1種目500円、検定会は1種目1,000円
※1人2種目まで 
そのほか 一般開放は15時～（予定）　
申込方法 15（水）～31（金）に費用と一緒に
申し込み※中学生以下は保護者の同意が必要 
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3・2）
☎74･6611 ※9時30分～20時30分

　第17回 飲食ハシゴ大会まつり
　期間中に参加店を利用すると、チケットに押印
(同一店は無効）。集めて応募すると抽選で、参加
店で利用できる商品券が当たります。回った店
舗数により高額抽選のチャンス（11店舗3万円
1本、7店舗1万円1本、5店舗2,000円5本）。
期間 10（金）～2/29（土）
時間 各店舗の営業時間
参加店くいどころてつぞう、リッチハウス、スナック
ピアニシモ、あいマルシェ、スナック花瑞樹、すなっく
円香、おかめ、居酒屋利久、鳥せい、かとちゃん食堂、
のみくいどころ花の実
参加方法 参加チケット(500円)を参加店か組合
事務所で購入
抽選日 3/2（月）
問合せ 花川中央商店街振興組合事務所
（花川南2・3 ㈲アット方）
☎77･5733 ※平日13時30分～16時30分

　石狩ハイスタンプ会
【石狩ハイスタンプシールの変更】
　2/1（土）より石狩ハイスタンプシールと台紙が
変わります。現在の黄色のスタンプシール（1月ま
で有効）は、350枚集めて満貼台紙500円として
加盟店で31(金)までにご利用ください。※1(水・祝)
～31(金)まで加盟店で「現スタンプシール」か
「新スタンプシール」かを選べます。

【新年とくとく抽選会】
　4(土)の朝刊折込チラシにある応募券を満貼
台紙に貼ってお買い物をすると、自動的に抽選
会に参加できます(応募券のコピー可)。
※事務局に応募券予備あり
賞品 1万円商品券1人、千円の買い物券10人
期間 4（土）～8（水）
抽選日 21(火) ※当選発表は、はがきでお知らせ

【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 6（月）9時30分～
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9時30分～12時30分

　はまなすの丘の自然写真ミニテーマ展
　2019年にはまなすの丘で観察された動植
物の写真を月替わりで展示します。
テーマ 1月「はまなすの丘 春の花」
　　　 2月「はまなすの丘 夏の花」
　　　 3月「はまなすの丘 秋の花」
　　　 4月「はまなすの丘 鳥とキノコ」
場所 市民図書館（花川北7・1）
問合せ 石狩浜定期観察の会 
安田さん☎090･6211･1602

　第23回 石狩市民体育大会 冬季大会
【ソフトテニス】
日程 19（日） 
種別 一般男女Ａ・Ｂ、壮年の部
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 10(金)
申込・問合せ 岩脇さん☎090･6997･2892

【パークゴルフ】
日程 26（日）
種別 男女混合個人戦
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 21(火)
申込・問合せ 沢口さん☎　74･0804

【サッカー】
日程 ①2/15（土） ②2/16（日）
種別 ①少年室内サッカー（8人制 U-9・U-11）
②フットサル（一般・ミドル） 
場所 サン・ビレッジいしかり　
申込期限 2/3（月）
申込・問合せ 草島さん
☎64･1220 　64･1222

【スキー】
日程 2/16(日) 
種別 スキー大回転競技
場所 サッポロテイネ オリンピアゾーン
申込期限 2/6(木) 　
申込・問合せ スキー連盟 駒形さん
☎090･7051･3461
（公財）石狩市体育協会　64･1222

【ミニバレー】
日程 2/16（日）　
種別 四面ミニバレー
場所 B&G海洋センター 
申込期限 27(月)
申込・問合せ 小黒さん
☎090･9759･2749 　72･9245

【テニス】
日程 2/23（日・祝）
種別 一般男子・女子ダブルス 
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 2/16（日） 
申込・問合せ 早坂さん
　ishikaritennis@gmail.com

【ゲートボール】
日程 3/4（水） 　
種別 一般、団体戦 
場所 サン・ビレッジいしかり 
申込期限 2/27(木) 
申込・問合せ 林さん☎72･6585

　第23回 石狩市民体育大会 冬季大会
【ソフトテニス】
日程 19（日） 
種別 一般男女Ａ・Ｂ、壮年の部
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 10(金)
申込・問合せ 岩脇さん☎090･6997･2892

【パークゴルフ】
日程 26（日）
種別 男女混合個人戦
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 21(火)
申込・問合せ 沢口さん☎　74･0804

【サッカー】
日程 ①2/15（土） ②2/16（日）
種別 ①少年室内サッカー（8人制 U-9・U-11）
②フットサル（一般・ミドル） 
場所 サン・ビレッジいしかり　
申込期限 2/3（月）
申込・問合せ 草島さん
☎64･1220 　64･1222

【スキー】
日程 2/16(日) 
種別 スキー大回転競技
場所 サッポロテイネ オリンピアゾーン
申込期限 2/6(木) 　
申込・問合せ スキー連盟 駒形さん
☎090･7051･3461
（公財）石狩市体育協会　64･1222

【ミニバレー】
日程 2/16（日）　
種別 四面ミニバレー
場所 B&G海洋センター 
申込期限 27(月)
申込・問合せ 小黒さん
☎090･9759･2749 　72･9245

【テニス】
日程 2/23（日・祝）
種別 一般男子・女子ダブルス 
場所 サン・ビレッジいしかり
申込期限 2/16（日） 
申込・問合せ 早坂さん
　ishikaritennis@gmail.com

【ゲートボール】
日程 3/4（水） 　
種別 一般、団体戦 
場所 サン・ビレッジいしかり 
申込期限 2/27(木) 
申込・問合せ 林さん☎72･6585
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