
東洲館クリスマスコンサート
▶日時　12月17日㈯　		

午後４時開演
▶場所　アートホール東洲館
▶定員　90人（先着順）
▶出演　真保響さん（ピアノ）、札幌

交響楽団メンバー…三原
豊彦さん（バイオリン）・大
垣内英伸さん（打楽器）

▶曲名　クリスマスソング、フォース
ターメドレーほか

▶入場料　一般1,500円	 	
学生1,000円	 	
※当日は各300円増し

▶チケット取扱　アートホール東
洲館（電話予約
可）、文化交流ホ
ール「み・らい」

▶問合先　アートホール東洲館		
（☎26-0026）

北空知アンサンブル発表会
▶日時　１月７日㈯　午後１時開演
▶場所　文化交流ホール「み・ら

い」
▶内容　北空知の小・中・高等学

校の吹奏楽部員によるソ
ロとアンサンブルの発表

▶入場料　無料
▶問合先　
文化交流ホール「み・らい」
（☎23-0320）

アートホール東洲館 
12月・１月前期

【市民ギャラリー】
⿓絵手紙教室えがお展		
	 12月２日㈮～15日㈭
⿓「子どもの眼」たどし認定こども
園版画展	 12月17日㈯～27日㈫
⿓子どもの干支の絵・年賀状展		
	 １月７日㈯～31日㈫

【特別企画展】
⿓第６回名画模写もしゃ展	 	
	 12月２日㈮～27日㈫
⿓第３回東洲館の輝く惑星展	 	
	 １月７日㈯～31日㈫

※すべての展示について、日程・内
容を変更する場合があります。

▶休館日　12/５・12・19・26・29～31	
１/１～６・10

▶問合先　アートホール東洲館		
（☎26-0026）

パソコン教室・１月分パソコン教室・１月分
▼パソコン教室日程（定員　12人／先着順）
講座名 日時 教材費
パソコン基礎講座 １/11㈬	 14:00～15:30 500円
Excel基礎講座 １/11㈬	 18:00～19:30 －
Wordステップ１ １/12㈭	 14:00～15:30 500円
Wordマスター １/12㈭	 18:00～19:30 －
Wordステップ２ １/13㈮	 14:00～15:30 500円
Wordデザイン講座 １/16㈪	 14:00～15:30 500円
Excelステップ１ １/18㈬	 14:00～15:30 500円
Excelマスター １/18㈬	 18:00～19:30 －
Excelステップ２ １/20㈮	 14:00～15:30 500円

インターネット活用講座１/23㈪	 14:00～15:30 500円
㊟１スマホ・タブレットで	
コミュニケーション １/25㈬	 14:00～15:30 500円
㊟２iPad基礎講座 １/27㈮	 14:00～15:30 500円

㊟２iPadマスター講座 １/30㈪	 14:00～15:30 －
㊟１	無料通信アプリLINE（ライン）を使用できる機器
（iPad、スマートフォンなど）を持っている方は持参し
てください。

㊟２	アップル社製iPadの講座です。iPadを持っている方
は持参してください。

※	iPadの貸し出しを希望する場合は申し込みが必要です。

◆日 程　右表のとおり
◆場 所　マルチメディアセンター
◆対 象　市民または市内の事業所に勤務する方
◆申込受付時間　
午後１時～８時（日曜日、第４土曜日、祝日を除く）

◆その他　
①掲載講座のほかにも、設定人数以上の事前の申し込
みで随時対応講座を開催します。職場の仲間や友達
と誘い合って申し込みしてください。
②持ち物、使用ソフト、講座内容など詳しくは問い合わ
せしてください。
③教材費はテキスト、実習用CDなどの実費です。
④パソコン教室の開催時間や内容などの要望があれば
連絡してください。

◆申込・問合先　
マルチメディアセンター（☎22-3730／N26-2151／電子
メール　multi@fukanavi.com）　※不在の場合は、総
務課デジタル推進室デジタル推進係（☎26-2711）へ電
話してください。また、ホームページ（https://mypage.
fukanavi.com/itkoushuu/）から申し込みや内容確認
ができます。
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冬のアクティビティーを 
楽しみましょう

【歩くスキー・スノーシューの貸し出し】
▶期間　12月下旬～３月上旬

午前９時から日没まで
※	休館日（月曜日が祝日の
場合は火曜日）、12月29日
㈭～１月３日㈫を除く

▶料金　無料
【バナナボート】
▶期間　	１月11日㈬～２月28日㈫

午前10時から午後３時30
分まで
※	休館日（月曜日が祝日の
場合は火曜日）、１月29日
㈰を除く。事前の予約が
必要です。

▶料金　１運行600円（６人乗り、15
分程度）

【共通事項】
▶場所　総合運動公園内
▶問合先　
総合体育館（☎22-1144）

わんぱくスキー・スノーボード 
初心者教室

▶日時　１月７日㈯・８日㈰　	 	
午前８時50分～午後２時
15分

▶場所　カムイスキーリンクス（旭
川市）

▶対象　
【スキー】小学１・２年生
【スノーボード】小学１～６年生

▶定員　
【スキー】各日30人（先着順）
【スノーボード】各日10人（先着順）

▶参加料　各日5,500円（保険料・リ
フト代を含む）

▶申込方法　総合体育館に備え付
けの用紙に必要事項
を記入し、参加料を
添えて申し込みしてく
ださい。

▶申込期限　12月20日㈫まで
▶その他　	希望者は１月８日㈰の午

後に実施するジュニアス
キー検定を受けること
ができます。

▶申込・問合先　
総合体育館（☎22-1144）

新年交礼会
　新年交礼会は、年頭の恒例行事と
して市民のみなさんや市功労者、市
議会議員、市内官公庁・企業・団体
の役職員などが参加して行うもので
す。新年のあいさつを交わす良い機
会ですので、多数参加してください。
▶日時　１月６日㈮　午後４時
▶場所　経済センター
▶主催　市・深川商工会議所・JA

きたそらち
▶会費　3,000円
▶申込方法　総務課総務係・市役

所各支所・深川商工
会議所・JAきたそら
ちのいずれかに申し
込みしてください。

▶申込期限　12月12日㈪まで
▶申込・問合先　
総務課総務係（☎26-2228）
深川商工会議所（☎22-3146）
JAきたそらち（☎22-6600）

冬休み子ども工作教室
▶日時　１月９日㈪　	 	

午前10時～正午
▶場所　総合体育館
▶対象　小学生（小学２年生以下

は保護者同伴）
▶定員　10人（先着順）
▶内容　木の板を組み合わせて万

年カレンダー作り
▶参加料　700円
▶申込方法　総合体育館に備え付

けの用紙に必要事項
を記入し、参加料を
添えて申し込みしてく
ださい。

▶申込期限　12月23日㈮まで
▶申込・問合先　
総合体育館（☎22-1144）

拓大地域振興ビジネスコース 
卒業制作発表会

　拓殖大学北海道短期大学農学ビ
ジネス学科地域振興ビジネスコース
では、卒業を控えた２年生の卒業制
作発表会を公開します。
▶日時　12月23日㈮　		

午前９時30分～午後４時
30分

▶場所　拓殖大学北海道短期大学
▶内容　学生が携わってきた地域

活動や２年間の学習を基
に、ゼミナールごとに取り
組んだ「卒業制作」を発表
します。

▶参加料　無料
▶申込期限　12月22日㈭　	 	

午後５時まで
▶その他　当日参加はできません

ので、必ず事前に申し込
みしてください。

▶申込・問合先　
拓殖大学北海道短期大学
（☎23-4111）

販売・問合先　総務課秘書広報係（☎26-2216）販売・問合先　総務課秘書広報係（☎26-2216）

オリジナル名刺台紙販売中‼オリジナル名刺台紙販売中‼
　本市の風景や特産品などをデザインした名刺台紙
を販売しています。名刺で深川市をPRしませんか？
　また、市ホームページでは、名刺台紙デザインの一
部を配布していますので、ぜひ利用してください。
１箱100枚入り…330円（税込み）

▲わんぱくスキー・スノーボード教室の
様子

◀
バ
ナ
ナ
ボ
ー
ト
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アグリ工房まあぶからのお知らせアグリ工房まあぶからのお知らせ

12月31日㈯～１月３日㈫の営業時間変更12月31日㈯～１月３日㈫の営業時間変更
✿アグリ工房まあぶ　午後８時閉館
✿まあぶ’sきっちん旬彩　
12月31日㈯・１月１日㈰…午後７時閉店（午後６
時30分ラストオーダー）
１月２日㈪・３日㈫…午後８時閉店（午後７時30
分ラストオーダー）

子どもの遊び場子どもの遊び場
✿日時　１月１日㈰～３日㈫　午前10時～午後５時
✿内容　鉄道のおもちゃなど

まあぶ特製アップルパイ販売まあぶ特製アップルパイ販売
✿日時　１月１日㈰～３日㈫　午前11時販売開始
✿料金　250円（各日60個限定。１人５個まで）

新春まあぶ抽選会新春まあぶ抽選会
✿日時　１月２日㈪　午前10時～午後８時
✿対象　小学生以上（小学生未満はお菓子すくい）

干支タオルのプレゼント干支タオルのプレゼント
✿日時　１月１日㈰　午前10時～午後８時
✿対象　小学生以上

お得お得‼‼
入館回数カード・定期券を期間限定販売入館回数カード・定期券を期間限定販売

【入館回数カード（12回分）】
✿日時　１月３日㈫～10日㈫　午前10時販売開始
✿料金　3,500円

【入館定期券】
✿日時　１月11日㈬～31日㈫　午前10時販売開始
✿料金　
３カ月分＋特典５日分…	13,000円
６カ月分＋特典10日分…25,000円

年末年始も休まず営業！まあぶの年末年始年末年始も休まず営業！まあぶの年末年始

区分 日時 対象【定員】 内容 参加料 申込方法
泳ぎ納め50m

×
108本耐久スイム

12/18㈰
	 13:00～16:00

小学生以上で50ｍ
を完泳できる方
【20人】

50ｍ×108本を１分
30秒のサイクルで
泳ぎます。

無料
（施設利用料と保険料
500円は各自負担）

フロントまたは電
話で受け付け

冬休み
短期水泳教室

12/24㈯～26㈪
	 9:00～10:00

４歳から小学生まで
【30人】

一般3,500円		
（施設利用料と保険
料500円は各自負担）

ア・エール水泳教室
受講者2,500円

※参加者には特典があ
りますので、詳しくは
問い合わせしてくだ
さい。

フロントで申込書
に必要事項を記入
し、参加料を添え
て申し込みしてくだ
さい。予約のみ電
話で受け付けます。

チャレンジ
スキー教室

12/26㈪～28㈬
	 8:30～15:30

小・中学生
【各回45人】

カムイスキーリンクス
（旭川市）で、スキ
ー技術指導を２日
間受けた後、３日
目にジュニアスキ
ー検定を行います。
ア・エールからスキ
ー場までは無料バ
スで送迎します。

ジュニアバッジテスト
18,300円

級別テスト19,300円
フロントまたは電
話で受け付け

１/４㈬～６㈮
	 8:30～15:30

温水プール「ア・エール」 ■休館日　12/５・12・19・26・29〜31・１/１〜３・10
■問合先　温水プール「ア・エール」（☎26-8211）

創作市民ミュージカル創作市民ミュージカル

「夢を追いかける瞳２　「夢を追いかける瞳２　～あれから10年」～あれから10年」

日時　日時　1212月月1111日㈰　午後２時開演日㈰　午後２時開演
場所　文化交流ホール「み・らい」場所　文化交流ホール「み・らい」
　10年前に上演した市民ミュージカル「夢を追いかける瞳」の続編です。月日が流れ人も街も
変わった10年後の姿を描きます。大人も子どもも歌って踊って楽しいミュージカルをお楽しみ
ください。
♦演出・作曲　大須賀ひでき
♦脚 本　岡安良子
♦特 別 出 演　BLACK	BOTTOM	BRASS	BAND
♦音 楽 監 督　シモシュ
♦振 付　仙庭弘晶
♦協 力　深川めぐみ幼稚園　年長の園児たち
♦入 場 料　一般1,000円／高校生以下500円　※当日は各300円増し
♦主 催　NPO法人深川市舞台芸術交流協会、市教育委員会
♦共 催　公益財団法人北海道文化財団
♦助 成　一般財団法人地域創造	　

チケット取扱・問合先　文化交流ホール「み・らい」（☎23-0320）チケット取扱・問合先　文化交流ホール「み・らい」（☎23-0320）

料理教室料理教室
【クリスマスケーキ作り教室】
✿日 時　12月24日㈯　午前10時～午後１時
✿参 加 料　2,500円
✿定 員　10人（先着順）
✿そ の 他　送迎を希望する方は申込時に申し出て、

当日は午前９時45分までに中央公民館
に集合してください。

【年越しそば作り教室】
✿日 時　12月30日㈮　１回目…午前10時／２回目

…午後０時30分／３回目…午後３時30分
✿参 加 料　2,200円
✿定 員　各回８人（先着順）

【共通事項】
✿対 象　小学生以上
✿持 ち 物　エプロン、三角巾など
✿申込期限　各開催日の前日まで

新３Ｄアート教室新３Ｄアート教室
　奥行きのある絵画のような作品を布や紙で作る、３Ｄ
アート教室を開催します。
✿日 時　１月11日㈬　午前10時～午後３時
✿対 象　高校生以上
✿定 員　８人（先着順）
✿講 師　日本手工芸指導協会総合科師範　	

庄司恵子さん
✿参 加 料　5,000円（教材費含む）
✿申込期限　12月23日㈮まで
✿そ の 他　
参加者が４人以下の場合は中止します。
１月４日㈬以降にキャンセルした場合、キャンセル料
が発生します。
送迎を希望する場合は、申込時に申し出て、当日は、
午前９時45分までに中央公民館に集合してください。

スノーチューブ滑りスノーチューブ滑り
✿日 時　１月１日㈰～２月28日㈫	 	

午前10時～午後４時
✿場 所　まあぶ公園
✿料 金　無料
✿そ の 他　
１月３日㈫はトーイングチューブ滑りもできます（午前
11時～午後２時）
積雪状況により中止になる場合があります。

まあぶ箸作り教室まあぶ箸作り教室
　ひのきの端材を使って、世界で一つだけの箸を作り
ます。
✿日 時　12月18日㈰・１月15日㈰	 	

午後１時30分～３時
✿対 象　小学生以上
✿参 加 料　700円
✿申込期限　各開催日前日の午後５時まで

申込・問合先　アグリ工房まあぶ（☎26-3333）申込・問合先　アグリ工房まあぶ（☎26-3333）
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■総合体育館休館日　�12/５・12・19・26・29〜31�
１/１〜３・10

■問合先　総合体育館（☎22-1144）
スポーツカレンダースポーツカレンダー

移動図書館車「らんらん号」運行日程　12月・１月
ステーション名・時間 12月 １月

ＪＡきたそらち	
音江支所前
13:15～13:45

北新小学校前
14:15～15:20

※１/４は15:00まで
14日 ４日18日

グループホーム	
忘れな草駐車場
13:15～13:45

一已小学校前
14:15～15:20

※１/５は15:00まで
15日 ５日19日

あけぼのコミュニ
ティセンター前
13:15～13:45

多度志小学校前
14:15～15:20

※１/６は15:00まで
16日 ６日20日

市役所前
12:45～13:15

音江小学校前
14:15～15:20

※１/11は15:00まで
７日
21日

11日
25日

深川消防署	
更進詰所前
13:15～13:45

納内小学校前
14:15～15:20

※１/12は15:00まで
８日
22日

12日
26日

ひいらぎ荘駐車場
13:15～13:45

深川小学校前
14:15～15:20

※12/23・１/13は15:00まで
９日
23日

13日
27日

■生きがい文化センター・図書館休館日　�12/５・12・19・26・29〜31�
１/１〜３・10

■図書整理日　12/22（図書館のみ休館）
■問合先　市立図書館（☎22-4946）

市立図書館市立図書館

12月新刊案内
▼一般図書
かんむり	 （彩瀬まる）
いつもの木曜日	（青山美智子）
三世代探偵団　４	（赤川次郎）
灰かぶりの夕海	 （市川憂人）
たとえば、葡萄	（大島真寿美）
忘却のための記録	 （清水徹）
SLやまぐち号殺人事件
	 （西村京太郎）
家裁調査官・庵原かのん
	 （乃南アサ）
女王さまの夜食カフェ
	 （古内一絵）
♯真相をお話しします
	 （結城真一郎）

▼児童書
いつまでいっしょ？
	 （クリストファー・チェン）
きょうはふっくらにくまんのひ
	 （メリッサ・イワイ）
けいさつのずかん
	 （山田タクヒロ）
しかくいののじかん
	 （パメラ・ポール）
ちいさいおねえちゃん
	 （いとうみく）
てあらイーモうがイーモ
	 （わたなべあや）
とびらのむこうにドラゴンなん
びき？	（ヴァージニア・カール）

今月の司書のオススメ本
【一心同体だった】（山内マリコ）
小学４年生の千紗は、親友の裕子と帰
る約束の日に、美香に誘われてしまい
…。10歳～40歳のそれぞれの年代の
女子の友情が、ロンド形式でつながる
全８話の連作短編集。

【あさとほ】（新名智）
幼い頃、夏日の双子の妹・青葉は「消
失した」。誰もが青葉のことを忘れた。
大学生になった夏日の指導教授が失
踪。先生は失われた「あさとほ」とい
う物語を調べていて…。

予約ベスト

【ちびっこクリスマス会】
＊日時　12月11日㈰　午後１時30分
＊対象　幼児・児童とその保護者
＊定員　30人（先着）
＊内容　クリスマスにちなんだ工作・読み聞かせなど

行事　＊無料＊

※予約ベストは、図書館ホームページ
（https://ikibun.com/library/）から
最新の情報がご覧になれます。
	 【QRコードは右記】

1位 おいしいごはんが食べられますように（高瀬隼子）
２位 マスカレード・ゲーム （東野圭吾）
３位 財布は踊る （原田ひ香）
３位 ハヤブサ消防団 （池井戸潤）

主な大会
▼12月
４日㈰ 深川市バレーボール協会長杯

中部地区冬季弓道大会
８日㈭ フロアカーリング協会交流会（15日も開催）
10日㈯ 空知高等学校バレーボール新人戦（～11日）
17日㈯ しんきん杯ミニバレーボール大会

▼１月
９日㈪ 深川市サッカー連盟杯フットサル大会
12日㈭ フロアカーリング協会交流会
14日㈯ 北海道高等学校バレーボール新人大会深川支

部予選会

※詳細は、深川市スポーツ協会ホームページ（https://mypage.fukanavi.com/taikyo/）
「行事・大会カレンダー」からご覧になれます。	 【QRコードは右記】
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