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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

　4（火） ※ほか3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切り抜くだけ！
日時 ①4(火) ②8(土)・25(火) ③18(火)
13時～16時ころ ※時間内出入り自由
場所 ①浜益温泉（実田254･4）
②陶芸工房 千本窯「六文焼」（毘砂別78･6）
③浜益コミセン「きらり」（浜益630・1）
費用 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

　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。今月のテーマ
は「電線と電柱の物理―電柱が倒れる方向は？ 
電柱上部にある円筒や箱は何？―」。
対象 小学生以上
時間 13時30分～15時（科学実験室は13時
30分～14時15分）
場所・問合せ 市民図書館（花川北7・1）
☎72･2000

　12（水）
親子で楽しく！ 歯みがき講座
　歯みがき・仕上げみがきが自己流になって
いませんか？　お子さんの唾液で虫歯菌テスト
にもトライ！
対象 乳幼児と保護者　
時間 10時～11時30分 
場所 地域子育て支援センター えるむの森
（花川東93・5 えるむの森認定こども園内）
講師 歯科衛生士 金山優子氏
持ち物 子ども用歯ブラシ、ハンカチ、タオル
問合せ 保健推進課☎72･3124 

　8(土)
平和の学習会　
　今だから一緒に日米安保体制を考えましょう。
時間 13時30分～15時30分　費用 300円
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
講師 元小学校教員 北村公一氏
問合せ 市民ネットいしかり 
堀さん☎73･7166

　14（金）・28（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

　18（火）
消費生活研修会 
知っておきたい 
食からみた日々の備えと暮らし方
　災害時の「食」について考えてみませんか？ 
日常生活の延長から始める災害への備えを専
門講師から学びます。
時間 13時30分～15時30分
場所 りんくる（花川北6・1）
講師 北海道教育大学札幌校 
教授 佐々木貴子氏
定員 30人　申込期限 13（木）
申込・問合せ 広聴・市民生活課☎72･3191

　13(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　　　
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2･3）
費用 100円
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

　13(木)
おしゃべり上映会 オペラ編
チャイコフスキー「エフゲニー・オネーギン」
　地域おこし協力隊でオペラ歌手の今野さん
によるオペラ上映会。今回は冬オペラの代表作！
時間 13時～16時30分（作品正味約150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 200円（飲み物、お菓子代）、学生無料
申込期限 12(水)17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

　14(金)
おしゃべり上映会 落語編

夫婦噺スペシャル
　地域おこし協力隊で落語マニアの今野さん
が、皆さんと一緒に落語を楽しむ上映会。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！ バレンタインデーにふさわしく（？）夫婦
の絆にまつわる噺を中心に。
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 200円（飲み物、お菓子代）、学生無料
申込期限 13(木)17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

　7（金） ※ほか3回
2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 ※新中学1、2年生は要相談
日時 7(金)・14(金)・21(金)・28(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

　16（日）
洋上風車学習会　
どうなるの 私たちの石狩湾?
～巨大洋上風車建設の動向を学ぶ
　最近の石狩湾新港を含めた石狩湾における
洋上風車をめぐる動きを学びます。
時間 14時～16時
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

　16（日）
洋上風車学習会　
どうなるの 私たちの石狩湾?
～巨大洋上風車建設の動向を学ぶ
　最近の石狩湾新港を含めた石狩湾における
洋上風車をめぐる動きを学びます。
時間 14時～16時
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

　17(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

　18（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 花川北コミセン（花川北3・2）　
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

　19(水) ※ほか3回　
文化講座 楽しい百人一首
　日本古来の伝統文化、百人一首(下の句かるた)
に触れてみませんか？
対象 成人　定員 15人
日時 19(水)・26(水)、3/4(水)・11(水)13時～16時
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 親船カルタ愛好会 深浦俊才氏
持ち物 動きやすい服装、タオル、筆記用具
費用 500円　申込期限 17(月)
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎　75･1288 ※火曜除く
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　19(水)
いしかり食と農のカレッジ うかたま勉強会⑤
冬の農家のおかみさん料理
蒸し野菜の調理活用
　ジャガイモ、長イモ、カボチャなどの冬野菜の
蒸し調理と発酵玉ネギの紹介など。ポトフ、
ジャガイモせんべい、炒土豆絲ほか。　
時間 10時～13時予定
場所 花川南コミセン（花川南6・5）　　
持ち物 布巾2枚、エプロン、三角巾、筆記用具
定員 20人
費用 1,000円程度（材料費）　　
申込期限 14(金)　
申込・問合せ うかたまリーダー 
村上さん☎090･6262･5633

　3/15(日)
チャリティーコンサート
時間 13時30分～（開場13時）　
場所 シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ
（札幌市北区東茨戸132）
出演 バイオリン 大平まゆみ氏、ピアノ 村上和歌子氏
費用 3,000円（ケーキ･紅茶付き）
申込期限 20（木）
申込・問合せ 国際ソロプチミスト石狩
糟谷さん☎090･2058･6235

　3/1（日）
野外講座　
石狩ビーチコーマーズ／冬の海辺の漂着物
　冬の石狩浜には、季節風がいろいろな漂着
物を運びます。それらを観察・採集して、正体と
起源を考えます。冬の砂浜を約3㎞歩きます。
対象 小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
時間 9時～13時　定員 20人（申込順）
持ち物 長靴、帽子、ビニール袋など
申込期間 1(土)～28(金)
集合場所・申込・問合せ いしかり砂丘の風資料館
（弁天町30・4）※火曜休館 ☎62･3711

　3/2(月) ※荒天中止
きむら果樹園でくだもの講座　
剪定と休眠期の栽培技術
　果樹の剪定と休眠期の栽培技術についての
学習会です。 
時間 8時30分市役所発～13時30分市役所着
場所 きむら果樹園（浜益区幌）※市役所から
バス送迎あり　
講師 きむら果樹園 木村武彦氏
持ち物 筆記用具、防寒具（屋外講座のため）　
定員 20人(申込順)　費用 500円
申込期間 17(月)～26(水)　
申込・問合せ いしかり食と農のカレッジ運営
委員会事務局（農政課内）
☎72･3164　 72･3540

　22（土）
親子料理教室～親子で楽しくクッキング～
　パングラタンやお楽しみデザートを作ります！
対象 4歳～小学２年生くらいのお子さんと保
護者     
時間 10時～13時
場所 りんくる（花川北6・1）
講師 石狩市食生活改善推進員
持ち物 エプロン、三角巾、ハンドタオル、布巾、
箸、筆記用具、子ども用上靴
定員 12組
費用 1組500円（兄弟で参加の場合は1人に
つき200円追加）
そのほか 託児あり（1歳以上、先着8人程度）　
申込期限 14（金）　　　
申込・問合せ 保健推進課☎72･3124

　22（土）
石狩産落花生の料理教室
　石狩で落花生が採れることを知っていますか？ 
産地ならではの食べ方で、冷凍すると長期
保存しやすい「塩ゆで落花生」。これを使った、
リゾットやファラフェル（豆コロッケ）、ガドガド
（ピーナツソース） など、すてきなカフェメニュー
をシェフに教わりましょう♪
時間 10時～14 時
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
講師 わがまま農園カフェ 田中えみ氏
持ち物 エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記
用具
定員 30人
費用 1,500円
申込期限 14（金）
申込・問合せ 石狩落花生研究会
☎070･5285･2722
※火～土曜9時30分～17時30分

　3/7（土）・8（日）
第32回 石狩市公民館まつり
　市公民館などで活動している団体・サークル
が日頃の成果を発表します。
内容 展示、手づくり市、ステージ発表（合唱、
よさこい、楽器演奏、マジック）、軽食コーナー
時間 10時～16時（8日は15時まで）   
場所・問合せ 市公民館（花川北6・1）
☎74･2249

　石狩ハイスタンプ会
【運転免許証自主返納の方へシールを贈呈】
　運転免許証自主返納の方に石狩ハイスタンプ
シール500枚を差し上げます。
対象 1（土）以降に返納された、満65歳以上の
市内在住の方(1人1回限り)
日程 3(月)～
持ち物 運転経歴証明書または運転免許取消
通知書
【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 3（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

　3月末まで
いしかり砂丘の風資料館テーマ展　
資料館のお宝2020
　今年も貴重な資料を多数寄贈いただきまし
たので、感謝の気持ちを込めて展示します。
時間 9時30分～17時
費用 入館料300円（中学生以下無料）、団体
（15人以上）240円　
場所・問合せ いしかり砂丘の風資料館
（弁天町30・4）※火曜休館 ☎62･3711

　29(土)
協力隊オペラ in 厚田
　地域おこし協力隊でバリトン歌手の今野さん
と、上砂川町地域おこし協力隊でメッツォソプ
ラノ歌手のエクルンドさんが共演し、オペラの
名場面や日本の歌をお贈りするコンサート。
大好評だった奈井江町公演に続き、厚田公演が
実現しました！

時間 14時～16時　定員 100人
場所 厚田小学校体育館（厚田109・2）
出演 今野博之氏（バリトン）、エクルンド藍氏
（メッツォソプラノ）、給前孝春氏（テノール）、
畠山怜寧氏（ピアノ）
問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

過去のメニュー：おにぎらずなど
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