
「あい風通信　～お知らせ版～」

問合せ：市教委社会教育課（市公民館内）℡72－3173

No. 001

時　間 9:30～12:00

申込期間 12/2（火）9:00～

参加費
持ち物：使用済みペットボトル（500ml）2本、タオ
ル、軍手

対象・定員 各日10人（先着順）
64- 3196（9:30～
16:30月曜・祝日
休館）

FAX - Eメ-ル -

No. 002

時　間
9:30～16:30（午前講習、午後指導体験）※講習
のみの参加可

申込期間
12/4（木）申込方法　住所・氏名・年齢・所属・電
話、ファクス番号を記入しファクス

参加費
無料
持ち物：筆記用具、昼食、上靴

対象・定員 高校生以上　30人（先着順）

011-792-8833 FAX 011-792-8834 Eメ-ル -

No. 003

時　間 11：00～13：00

申込期間 12/1（月）

参加費 200円及び材料代

対象・定員 30人

78-2250 FAX 78-2718 Eメ-ル -

No. 004

時　間 13:00

申込期間 託児を希望する方は、事前予約が必要

参加費 無料

対象・定員 200人

72-3195 FAX - Eメ-ル -

No. 005

時　間 10:00～11:30

申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員 300人（先着順）

64-1220 FAX 64-1222 Eメ-ル -

No. 006

時　間 ①13:00～②13:00～③13:30～15:00

申込期間 要問合せ

参加費 ③300円

対象・定員 ③要予約　定員 10 名

64-5640 FAX 64-5640 Eメ-ル -

開催日 12/7（日）

会　場 花川北コミセン

申込み/
問合せ

市体育協会

12/6（土）

会　場 花川北コミセン

申込み/
問合せ

石狩市こども相談センター

内　容 市体育協会創立50周年記念事業です。 　【講師】中京大学学長　北川　薫　氏

電　話

石狩・学びのスタンプ対象講座（12月）

会　場 リサイクルプラザ（新港南1・22）

申込み/
問合せ

リサイクルプラザ

リサイクルプラザ
内　容 リサイクル固形石けんと美肌水作り講座

開催日 12/4（木）・11（木）

電　話

「おもしろサイエンス」指導法講座

内　容
児童の地域支援活動として、ミニ児童館や子ども教室で行う理科実験「熱気球を飛ばそう」の指導法を学び、指
導体験をします。

開催日 12/6（土）

会　場 紅南小学校（花川北1･6）

申込み/
問合せ

NPO法人教育支援協会北海道支部札幌事務局

電　話

スポーツによる健康づくり公開講演

オレンジリボンキャンペーン児童虐待防止講演会「家族の物語」

開催日 12/6（土）

会　場 みなくる

申込み/
問合せ

あったかIROIRO講座　「厚田の鍋を作ろう!」
内　容 魚のさばき方や、鍋作りのポイントを学びます。

電　話

内　容
漫画家としても、心理療法家としても著名な団先生による講演会です。家族について、一緒に考えてみません
か？【講師】団士郎

厚田生涯学習課

開催日

電　話

つどいの広場「りとるきっず」１２月のママカルチャー

内　容
①親子で遊ぼう♪／親子で楽しくクリスマスグッズ作り♪②ママさんストレッチ／気になるおなかスッキリさわや
か！インストラクター　佐藤先生③親と子と助産師のつどい／【離乳食について】調理とお話

開催日 ①12/9,23（火）②12/12（金）③12/17（水）

会　場 こども・コムステーション・いしかり(花畔2‐1）

申込み/
問合せ

ＮＰＯ法人こども・コムステーション・いしかり

電　話

石狩・学びのスタンプ制度　協賛企業・団体

 
一般住宅に火災警報器の設置義務付となりました 
消火器・火災警報器・防災用品・各種標板 

消防機材・消防用設備施工・保守点検 

（有）道央防災センター 

防災アドバイザー 石狩市花川南５条２丁目239 

防災士・消防設備士 TEL･FAX 73-9678 

 
イオンは、企業市民として社会のために、 

地球のために、できることから一歩一歩 

取り組んでいきます。 
 

イオンスーパーセンター 
石狩緑苑台店  



No. 007

時　間 9:00～11:00

申込期間 1ヶ月前から当日まで

参加費 無料

対象・定員 30人（先着順）

64-2507 FAX - Eメ-ル -

No. 008

時　間 午前の部　10:00～／午後の部　12:00～

申込期間 12/10（水）

参加費

1,500円（材料費込み）
持ち物:かぶり物・エプロン・手ぬぐい・そば持ち帰
り用の容器（25㎝×20㎝×4㎝くらいの大きさのも
の2個）

対象・定員 各部10人（先着順）

73-6245 FAX - Eメ-ル -

No. 009

時　間 13:30～

申込期間 要問合せ

参加費 200円

対象・定員 要問合せ

74-2039 FAX 74－2039 Eメ-ル -

No. 010

時　間 要問合せ

申込期間
12/8（月）※受講者名（小中学生の場合は保護者
名も）、年齢、受講コース、電話番号を記入しファ
クス

参加費
小中学生8千円、高校生以上8,500円（リフト代、
保険料2日間分含む）

対象・定員 小学生以上・30人（先着順）

74-7160（18:00～
20:00受付）

FAX
74-7160（18:00～
20:00受付）

Eメ-ル -

No. 011

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前電話申込　※当日不可

参加費 無料　持ち物：筆記用具

対象・定員 中学生以上の市民または市内勤務者

74-7024 FAX - Eメ-ル -

No. 012

時　間 10:00～12:00

申込期間 12/20（土）※電話申込可

参加費
入館料のみ
持ち物：着替え、ぬれた衣類を入れる袋

対象・定員 15歳以上・30人（先着順）

74-6611 FAX - Eメ-ル -

No. 013

時　間 10：00～11：30

申込期間 12/19（金）

参加費 200円

対象・定員 20名（申込多数時抽選）

74－2249 FAX 74-2249 Eメ-ル kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

・1月以降分については、現在開催が決まっている講座を掲載しています。

・日時等が変更になる場合もありますので、申込みの際には、申込・問合せ先にご確認ください。

川の博物館学習会【なぜ？どうして？どうなっているの？シリーズ⑧「水汚染と環境問題」】

内　容
すべての生物に重要な水。その汚染が世界的に深刻になっています。これらの実情を知り、私たちに何ができる
のか語り合います。

開催日 12/13（土）

会　場 川の博物館（新港南1）

申込み/
問合せ

川の博物館（9時から17時受付、月曜休館）

電　話

年越し手打ちそば講習会
内　容 年越し手打ちそば講習会

開催日 12/14（日）

会　場 市公民館

申込み/
問合せ

いしかり手打ちそば同好会　佐藤さん

電　話

第21回石狩の古老に話を聞く会
内　容 厚田区で有機農業を実践している長 良幸さんによる「食の安全・不安」のお話。

開催日 12/20（土）

定期普通救命講習会

電　話

会　場 市民図書館

申込み/
問合せ

いしかりまちづくり協議会三島さん

「楽しく早くうまくなる」スキー教室
内　容 【コース】初心者、初級、中級、上級  　【講師】勤労者スキー協議会公認指導員

開催日

内　容 受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。

開催日 12/21（日）

会　場 石狩消防署（花川北1条1丁目2-3）

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

着衣水泳講習会
内　容 着衣のまま（中に水着着用可）の安全な泳ぎ方、溺れた人の救助方法等

開催日 12/21（日）

会　場 市民プール

申込み/
問合せ

市民プール

電　話

シニアプラザ「はまなす学園」公開講座【講演「歴史を彩った人々～天璋院篤姫～」】
石狩・学びのスタンプ対象講座（1月～）

内　容 波乱の人生を送りながらも節目節目で勇気をもって決断し、責任ある行動をとった篤姫の人生をたどります。

開催日 1/19（月）

電　話

会　場 花川北コミセン

申込み/
問合せ

石狩市公民館

電　話

12/20（土）・21（日）※1日のみも可

会　場 サッポロテイネ・ハイランドゾーン（現地集合）

申込み/
問合せ

花川ウルル・スキークラブ　永山さん

 
団員募集（女声合唱団） 

♪みんなで歌えば元気100倍♪ 

アルバ・コラーレ 
練習：毎週月曜日19:00～21:00公民館 

連絡先：越沢74-6314 

 

 
会員募集 

気楽に短歌を語り合ってみませんか。 

石狩短歌会 
月例歌会 毎週第３日曜日 13:00～16:00 

白樺開館（花川北２条５丁目） 

連絡先 安藤73－5245 


