2月号の原稿締切

25 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

14（月）

ファミサポ 出前こっこひろば

おもちゃを用意してお待ちしています。当日の
会員登録も可。※大人はマスク着用のこと。検温
と体調の確認あり。昼食を取ることはできません
内容 絵本の読み聞かせ、
わらべうた遊び
時間 ①10時30分〜11時45分
②12時45分〜14時
場所 パストラル会館
（樽川6・2）
定員 各5組 ※要予約。当日予約も可
申込期間 1
（火）
〜
申込・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

22（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

①1/15（金）②1/22（金）③1/29（金）
まちの先生企画講座４

プロが教える人生の棚卸

〜
「知って始める」終活連続講座〜

内容 ①
「知って備える」
相続リスクと対処方法
②
「知って考える」
お墓の種類と選び方
長生き時代のリスクと対処方法
③「知って取り組む」
時間 13時30分〜15時
場所 花川北コミセン
（花川北3・2）
講師 行政書士・墓石業 松尾拓也氏
（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
定員 30人
費用 1,500円・カレッジ生1,200円
（全3回分）
申込期限 25
（金）
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

①1/19（火）②1/26（火）

いしかり市民カレッジ 主催講座14

考えよう石狩市のエネルギー

〜再生エネルギーと風力発電〜

内容 ①新しいエネルギー社会への挑戦〜エネ
ルギー・経済・雇用について考える〜
②新しいエネルギーとしての風力発電を考える
時間 10時30分〜12時
場所 花川北コミセン
（花川北3・2）
講師 ①石狩市エネルギー地産地消事業化検
討会委員長、北海道職業能力開発大学校
ちかひさたけみ

校長 近久武美氏
②NPO法人北海道新エネルギー普及促進協会
さだむ

理事長 山形定氏
（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
定員 30人
費用 1,000円・カレッジ生800円
（全2回分）
申込期限 1/5
（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

●

広く市民に周知する内容と認められないとき

12（土）

洋上風車学習会

石狩湾とはどういう海か、そして風車

̶暖流、寒流、河川水、それらの育む生態系および風力
発電事業による二つの影響

石狩湾を取り巻く気象・海洋・生態系と風力
発電機の設置による影響について学びます。
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 東海大学生物学部海洋生物学科教授
こう の ときひろ

河野時廣氏
費用 500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 代表 安田さん☎090･6211･1602

13（日）
アフリカン

デイ

AFRICAN DAY in 石狩

キカンラ

アフリカンドラム演奏グループ
「KIKANLA」
によ
る独特なリズムと迫力ある演奏や、
セッション、
文化
の紹介も。アフリカ料理やアクセサリー販売など
盛りだくさん！※先着30人（小学生以下）
にアフ
リカグッズプレゼント。小学生以下は保護者同伴
時間 14時〜16時
（13時30分開場）
場所 アートウォーム
（花畔1・1）
そのほか マスクの着用・検温・消毒にご協力くだ
さい。換気を行うので暖かい服装で来てください
定員 60人
（申込順） 申込期間 1
（火）
〜
申込・問合せ
社会教育課
☎72･3173

13（日）

新規就農相談会

石狩市の農業の特徴や就農までの流れ、支援
などを説明する新規就農セミナーと個別相談会。
対象 市内で新規就農を希望する方
内容 ①新規就農セミナー ②個別相談
時間 ①10時30分〜11時、13時30分〜14時
②11時〜12時、14時〜15時
場所 JAいしかり本店
（八幡2・332）
持ち物 筆記用具
問合せ 市農業総合支援センター
☎66･3345

14（月）

お正月飾りを作ろう！

本欄へ掲載希望の方は
20ページをご覧ください。

イベントの参加、
実施に当たっては
十分な感染対策を
しましょう！
５
（土）

第２回まちフェスいしかり

市内のおいしいお菓子や農産物、すてきな
活動をしている人たちを応援するイベントで
す。チャリティーマスクの販売、親子で楽しめる
ワークショップ(予約優先)も。
※マスク着用のこと
時間 10時30分〜15時
場所 花川北コミセン
（花川北3・2）
持ち物 エコバッグ
問合せ まちフェスいしかり実行委員会
（NPO法人ひとまちつなぎ石狩内）
☎60･2722

10（木）

手話カフェ

中止

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遊びに来て
ください。
時間 10時〜11時
場所 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

12（土）
・13（日）

道の駅で切り絵体験

浜益区の大人気イベントを道の駅で開催！
初めての方でも楽しめます。
対象 小学３年生以上
※小学生は保護者同伴
時間 12時〜16時
「あいろーど厚田」
（厚田98・2）
場所 道の駅石狩
講師 地域おこし協力隊 柿岡奈々絵
定員 各10人
（申込順）
費用 材料費300円
申込期限 11
（金）
申込・問合せ 地域おこし協力隊 飯塚
☎090･8497･8212
a-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp

玄関などを華やかに彩りませんか？
対象 成人 時間 13時〜14時30分
場所 学び交流センター
（花川北3・3）
講師 花乃大道 酒井志津子氏
定員 10人 費用 500円 申込期限 11
（金）
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎ 75･1288 ※火曜休館
広報
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石狩ハイスタンプ会

花川中央商店街振興組合

【灯油抽選会】
満貼台紙に1
（火）
の新聞折込チラシについ
ている灯油応募券を貼って加盟店で利用する
と自動で抽選会に参加できます。抽選で7人に
灯油100ℓをプレゼント。
※当選権利は他人に譲渡不可。応募者名にご
注意ください。応募券は事務局にもあり
応募期間 1
（火）
〜6(日)
抽選日 15
（火）

年末年始のスリースタンプラリー！
！

期間中、加盟店
（25店舗）
で500円以上利用
すると応募用紙にスタンプを押印。
３店舗分
（同一店は無効）
を集めて応募すると、抽選で
景品や、加盟店で使える商品券が当たります。
※加盟店で応募用紙を配布。無くなり次第終
了。加盟店名は応募用紙やポスターに記載
期間 10(木)〜1/10
（日）
抽選日 1/14(木) ※当選者に後日賞品を送付
抽選場所・問合せ 花川中央商店街振興組合
【年末年始特別企画】
（花川南２・３㈲アット方)
年末年始特別企画イベントの詳細は25
（金） ☎77･5733
新聞折込チラシをご覧ください。
※平日13時30分〜16時30分
期間 25
（金）
〜1/8
（金）
【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 7
（月）
9時30分〜
定員 5人
（1人1枚、先着順）
【共通事項】
（花川南2・2）
問合せ 石狩ハイスタンプ会事務局
☎72･4575 ※平日9時30分〜12時30分

クリスマスコンサート2020
例年開催している市内中高吹奏楽6団体に
よるコンサートは、新型コロナウイルスの拡大
防止のため本年は中止します。ご理解をお願い
します。
問合せ 石狩翔陽高校
増田さん☎74･5771
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第１回ウィンターチャレンジ事業

〜プロモーション オブ スポーツプロジェクト

【ヘルスプロモーションクラス】
対象 冬季スポーツ愛好者
内容 歩くスキーとかんじきウオーキングの指
定事業参加回数や歩行距離などをチャレンジ
カード
（B&G海洋センターで配布）
に記入。実
施期間後、チャレンジカードと引き換えにチャ
レンジ賞を贈呈
期間 1/7
（木）
〜3/11
（木）
申込方法 電話・ファクス・メールまたは直接
【スポーツスクールクラス】
対象 小学１〜３年生
内容 雪中サッカー・ドッジボール・パークゴルフ
と雪上アクティビティー体験
日時 1/13〜2/17の毎週水曜
15時15分〜16時30分 ※全６回
定員 20人
（申込順）
費用 600円 ※初回徴収
申込方法 25（金）
までに氏名・住所・学校名・
学年・性別・保護者氏名・電話番号を電話・ファ
クス・メールまたは直接
【チャレンジDAYクラス】
対象 冬季スポーツ愛好者
※②就学前児童は保護者同伴
内容 ①B＆Gウィンタートライアスロン
（５種目に挑戦し、開催日ごとにタイムを競う）
②雪上バナナボート体験
・13（土）
・20（土）
・27（土）
日時 1/30（土）、2/6（土）
9時〜12時
（最終受付11時30分）※当日受付
費用 1日券500円
（②就学前児童無料）
小学校高学年・低学年の
そのほか ①一般の部、
部があり
【共通事項】
場所 スポーツ広場
（花畔337・3）
ほか
そのほか 当日、検温と体調確認あり
申込・問合せ（公財）
石狩市体育協会
（花畔337・4）
☎64･1220 64･1222
i-sports@crocus.ocn.ne.jp
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母傘寿偶然頂く白百合に

児 童 館 の 行 事
施設名

日時・内容

花川北児童館

所 花川北3・2 ☎74・2884
■

おおぞら児童館

所 花川南1・1 ☎73・4849
■

5
（土）13時30分〜14時 こども会議 定員：4人
12
（土）9時30分〜11時 プログラミングであそぼう！定員：
６人
12
（土）14時〜15時 プログラミングであそぼう！定員：4人
7
（月）
〜 12
（土）14時30分〜15時30分 ラキュー展示会
対象：小学生 定員：各4人

花川南児童館

所 花川南8・3 ☎72・7311
■

12
（土）13時30分〜15時 プログラミングであそぼう！定員：4人
19
（土）10時30分〜11時 こども会議 対象：小学４年生以上
19
（土）16時〜17時40分 中高生映画会 対象：中学生・高校生 定員：10人

ちゅうこう

笹谷雅子

赤繁忠弘

若森栄子

白川勇人

こども未来館「あいぽーと」
所 花川北7・1 ☎76・6688
■

◀HP

19
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5
（土）13時30分〜14時・16(水) 15時〜15時30分
おもいっきり ASOBI
「お絵描きゲーム」
9
（水）
・23(水) 17時〜17時30分 スポ レク
「ペタンク」
14
（月）
〜19
（土）15時〜15時30分 干支づくり
「うし」
26
（土）13時45分〜15時30分 プログラミングであそぼう！定員：8人

