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5月号の原稿締切

31火
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

　3(火) ※ほか5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 ①3（火）・14（土）・31（火）
②10（火）・17（火）
③24（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 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

　7(土)
石狩市地域おこし協力隊 活動報告会
　厚田・浜益区の協力隊5人の合同企画です。
時間 10時～12時
場所 道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚田98・2）
問合せ 地域おこし協力隊☎78・2020

　18（水）
経済産業省 キャッシュレス・ポイント還元事業
キャッシュレス使い方講座
　キャッシュレスに馴染みのない方も利用で
きるよう、決済手段や使える店舗の探し方、
ポイント還元事業を分かりやすく説明します。
時間 13時30分～14時30分
場所 りんくる（花川北6・1）
定員 30人
申込期限 13（金）
申込・問合せ 
広聴・市民生活課
☎72･3191 

　15（日）
洋上風車学習会 石狩湾について学ぼう
～自然・漁業・風車～
　石狩川が注ぎ込み海の幸を届けてくれる石
狩湾。一方で進行中の大規模洋上風車建設
計画についても学びます。
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 安田さん☎090･6211･1602

　14（土）
石狩湾から海の学びを考える
in道の駅石狩「あいろーど厚田」
　出張博物館「海の学び石狩湾トランクキット」
がやって来ます！石狩浜で拾ったものはどこか
ら来たの？石狩に砂丘があるの？標本などを
実際に見て、触って、石狩湾を体験しよう！
時間 10時～15時
場所 道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚田98・2）
問合せ 石狩浜海浜植物保護センター
☎72･3269

　12(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

　16（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

　14（土）
サイエンスおしゃべりカフェ
　サイエンスの話題や疑問を持ちより、コーヒー
を飲みながらサイエンスアイのメンバーと気楽
にオシャベリするカフェ。参加自由。
時間 14時～16時
場所・問合せ 市民図書館（花川北7・1）
☎72･2000

　11(水)
おしゃべり上映会 落語編

THE FINAL
　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。今回
が最終回です。渾身のネタを選びます！
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 200円（飲み物、お菓子代）、学生無料
申込期限 10（火）17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

　10(火)
おしゃべり上映会 オペラ編
プッチーニ「トゥーランドット」
　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。オペラ編は4月以降も継続
します。
時間 13時～16時（作品正味約120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 9（月）17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

　①13（金） ②14（土）
映画「星に語りて Starry Sky」
㏌いしかり
　東日本大震災時の障がい者の状況と支援者の
活動を描く劇映画です。
時間 ①②10時～12時 ②13時30分～15時30分
（作品正味約115分）
場所 りんくる(花川北6・1)
問合せ P&Aいしかり事務局
☎090･1765･1166

　6（金）
3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 新中学3年生 ※新中学1、2年生は要相談
時間 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

　15（日）
体験講座 アイヌ文様ペンダント作り
　アイヌ文様にはどんな意味があるの？ フェルト
などでアイヌ文様のペンダントを作りましょう。
対象 小学生以上 ※低学年は保護者同伴
時間 10時～12時
定員 10人（申込順）
申込期間 1（日）～13（金）
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

　15（日）
体験講座 アイヌ文様ペンダント作り
　アイヌ文様にはどんな意味があるの？ フェルト
などでアイヌ文様のペンダントを作りましょう。
対象 小学生以上 ※低学年は保護者同伴
時間 10時～12時
定員 10人（申込順）
申込期間 1（日）～13（金）
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

　17（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

こんしん

　9（月）・27（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

ザ ファイナル

スターリー スカイ
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　29（日）
石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団　
第16回 定期演奏会
　中国での発表曲（写真）を含む合唱に続く
第2部に、アンサンブルグループのコンセール・
アミを迎え、第3部では団オリジナルの音楽劇、
「北風のわすれたハンカチ」を上演します。

時間 14時開演
場所 学び交流センター（花川北3･3）
定員 100人
問合せ 岩崎さん☎090･1739･2845

　26（木）
いしかり市民カレッジ
ボランティアスタッフ募集説明会

　市民カレッジの講座企画や運営、広報の活動
をしてみませんか？お気軽にご参加ください！ 
時間 13時30分～１時間程度
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
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

　22（日）
ギター演奏公演　
ギターを横にして弾く人
時間 13時30分～15時　定員 100人
場所 学び交流センター（花川北3・3）
出演 ラップ奏法ギタリスト 戎屋聖一郎氏
問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎75･1288 ※火曜除く

　20（金・祝）・21（土）
いしかりリフォームフェスタ2020・春
　新築・増改築の展示・相談会です。
時間 10時～17時（21日は15時まで）
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
問合せ 石狩商工会議所☎72･2111

　28（土）
第10回 ハマナスマルシェ
内容 ハンドメイド作品の展示販売
時間 10時30分～15時
場所 市民プール（花川北3・2）
申込・問合せ いとはりおしごと 
桑田さん☎67･1049 ☎080･5586･4039

　28（土）
第15回 草花を楽しむ講習会
内容 植物の肥料と農薬について
時間 10時～12時　
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
講師 谷口澄子氏
定員 30人（申込順）　
費用 200円
申込期限 23（月）　　　
申込・問合せ 石狩市フラワーマスター
連絡協議会事務局（都市整備課）☎72･3671

　25（水） ※ほか9回
歌のアトリエ
　歌うと健康･幸せ･元気になります！ 一緒に歌
いませんか？
日時 3月～12月までの第4水曜13時30分～15時
場所 アトリエ遊 ねこの手（緑苑台東2・1・103）
定員 8人
費用 1回500円（コーヒーまたはレモンティー付き）
申込・問合せ 中嶋さん☎71･2632

　4/15（水） ※ほか32回
初級手話講習会
　聞こえない方と手話で日常会話ができる
ようになることを目指します。
対象 高校生以上の市民または市内に通勤・
通学する、手話に興味のある方
日時 4/15～12/9の毎週水曜18時30分～
20時30分 ※4/29、5/6を除く
場所 りんくる（花川北6・1）
定員 20人（申込多数時抽選。最少開催人数10人）
費用 3,300円（テキスト代）
申込期限 31（火）
申込・問合せ 障がい福祉課
☎72･3194

　19（木）～4/1（水）
観察写真展 「2019 石狩浜 花たちの記録」
　石狩浜の多彩な花風景と生き物を観察写真
195枚で紹介します。
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

　19（木）～4/1（水）
観察写真展 「2019 石狩浜 花たちの記録」
　石狩浜の多彩な花風景と生き物を観察写真
195枚で紹介します。
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

　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 2（月）9時30分～
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9時30分～12時30分

　4/15（水）
いしかり市民カレッジ 主催講座1　
アイヌ語地名と北海道

　北海道には「ナイ」「ベツ」の付く地名があり、
その多くがアイヌ語に由来するものです。アイヌ
文化研究の第一人者でアイヌ語研究会会長の
藤村久和氏にアイヌ語と地名との深い関わりに
ついて詳しく語っていただきます。
時間 10時30分～12時
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
費用 500円、カレッジ生400円
申込期限 4/1（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

▲2019成都（国際）児童合唱音楽祭に出演

　19（木）
海辺の自然塾 早春編
　雪深い石狩海岸林をスノーシューで歩きます。
時間 9時30分～12時30分（市役所発着）
場所 志美北三線付近の海岸林 ※バス送迎
講師 NPO法人いしかり海辺ファンクラブ
内藤華子氏
持ち物 温かい飲み物、手袋、帽子、スノーブーツ・
長靴（着用必須）、お持ちの方はスノーシュー（貸
し出しもあり）
定員 10人（申込順）　費用 500円
申込期限 12(木)
申込・問合せ 石狩浜海浜植物保護センター
☎72･3269
　ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

　20（金・祝）・21（土）
道の駅で切り絵体験
　講師は地域おこし協力隊の柿岡奈々絵さん。
初めてでも楽しめます！
対象 小学3年生以上 ※小学生以下は保護者同伴
時間 12時～16時　定員 10人程度
場所 道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚田98・2）
費用 300円(材料費)　申込期限 19（木）17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊 
飯塚さん☎090･8497･8212
　a-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp

　18（水）・25（水）
石狩河口橋音頭を踊ろう
　先人の思い叶った夢の橋̶石狩河口橋。
「石狩河口橋音頭」を踊ってみませんか？
時間 13時30分～15時　定員 20人
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 NPO法人石狩市文化協会会長 
泉流師範 泉恵千翔氏
申込期限 16（月）
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎　75･1288 ※火曜除く

けいせんしょういずみ
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