
家読（うちどく）応援ワークショップ 
楽しい絵本の世界

▶日時　１月29日㈰
午前10時～正午

▶場所　生きがい文化センター
▶対象　おおむね小学６年生まで

の子どもとその父母・祖
父母、子どもの読書に関
心のある方など

▶定員　30人（先着順）
▶内容　講師による絵本の読み聞

かせ、手作り絵本の作成
▶講師　こども冨貴堂　土井美千

代さん
▶参加料　無料
▶申込期限　１月27日㈮まで
▶申込・問合先　
生涯学習スポーツ課文化・スポ
ーツ係（☎26-2343／電子メール　
gakuspo@city.fukagawa.lg.jp）

み・らい映画会
▶日時　２月５日㈰　	 	

①午前10時②午後１時		
※上映時間120分

▶場所　文化交流ホール「み・らい」
▶上映作品　異動辞令は音楽隊！
▶出演　阿部寛・清野菜名ほか
▶入場料　一般1,000円	 	

高校生以下700円	 	
※当日は各300円増し

▶チケット取扱・問合先　
文化交流ホール「み・らい」
（☎23-0320）

アートホール東洲館 
１月・２月前期

【市民ギャラリー】
⿓子どもの干支の絵・年賀状展		
	 １月７日㈯～31日㈫
⿓空知美術教育研究会会員展	 	
	 ２月２日㈭～15日㈬

【特別企画展】
⿓第３回　東洲館の輝く惑星展	
	 １月７日㈯～31日㈫
⿓不協和音展	２月２日㈭～15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　１/６・10・16・23・30		
２/６・13

▶問合先　アートホール東洲館		
（☎26-0026）

ソープカービング教室
▶日時　２月11日㈯

午前10時～正午
▶場所　中央公民館
▶対象　小学生以上（小学３年生

以下は保護者同伴）
▶定員　15人（先着順）
▶内容　ソープカービングの技法を

学び、せっけんで香水瓶の
形を作ります。

▶講師　ソープカービングリラ
▶参加料　無料
▶申込期限　１月31日㈫まで
▶持ち物　軍手、ハンカチ、彫刻刀

セット（持っている方）
▶申込・問合先　
生涯学習スポーツ課社会教育係
（☎26-2343）

拓大環境農学コース 
ゼミ成果発表会

　拓殖大学北海道短期大学農学ビ
ジネス学科環境農学コースでは、卒
業を控えた２年生と国際学部生のゼ
ミ成果発表会を開催します。インタ
ーネットでの公開も予定していますの
で、視聴方法や発表内容など、詳し
くは拓殖大学北海道短期大学のホ
ームページ（https://www.takushoku-
hc.ac.jp/）で確認するか、問い合わせ
してください。
▶日時　１月27日㈮

午前９時10分～午後５時
▶内容　学生が１年間取り組んだ、

調査・研究の成果を学会
方式でプレゼンテーション
します。

▶参加料　無料
▶問合先　
拓殖大学北海道短期大学
（☎23-4111）

ウエストスリムセミナー
　保健師と管理栄養士が、自分に
合った食事量の決め方や減量のこ
つ、運動のポイントなどを実技を交
えて話します。
▶日時　２月10日㈮

午前10時～午後２時
▶場所　健康福祉センター「デ・アイ」
▶対象　①特定健診や職場健診な

どで、生活改善の必要が
あると判定された市民
②メタボリック症候群や糖
尿病の予防に関心のある
市民

▶定員　10人程度
▶内容　講話・調理実習

「自分の適量を知ろう～
バランス良く食べて健康
に～」
運動実技
「室内でできる運動のス
スメ」

▶受講料　500円（調理実習費）
▶申込期限　２月３日㈮まで
▶持ち物　エプロン、筆記用具、健

康手帳（持っている方）
▶申込・問合先　
健康・子ども課健康推進係
（☎26-2609）

雪やコンコまつり
▶日時　１月29日㈰

午後１時～３時（予定）
▶場所　総合運動公園内
▶定員　30人（先着順）
▶内容　滑り台・バナナボートなど

※軽食と飲み物付き
▶参加料　500円（保険料を含む）
▶申込期間　１月17日㈫～27日㈮　

午後５時まで
▶問合先　
総合体育館（☎22-1144）

「ふるさとふかがわの 
未来への提言」展示

　市内の中学生が総合的な学習の
時間や学校行事などで取り組んだ
「ふるさとふかがわ」についての調
査や学習の成果、作品などを展示し
ます。
▶日時　①２月８日㈬～14日㈫

午前９時～午後９時
②２月15日㈬～21日㈫
午前９時～午後９時
※初日は午後５時から、
最終日は午後１時まで

▶場所　①生きがい文化センター
②中央公民館

▶問合先　
生涯学習スポーツ課社会教育係
（☎26-2343）

２月７日は北方領土の日
　わが国固有の領土である北方四
島の早期返還を実現するため、北
海道や市町村、関係機関では、国民
世論の結集・高揚のための啓発事
業を展開します。市では、署名活動
を行いますので、みなさんの協力を
お願いします。
▶期日　２月４日㈯
▶場所　花園公園（ふかがわ氷雪ま

つり北方領土コーナー）
▶問合先　
総務課総務係（☎26-2228）
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拓殖大学北海道短期大学　第39回拓大ミュージカル拓殖大学北海道短期大学　第39回拓大ミュージカル

旅する小舟旅する小舟
日時　日時　２２月�月�1818日㈯　午後３時30分開場／午後４時開演�日㈯　午後３時30分開場／午後４時開演�

1919日㈰　午後１時30分開場／午後２時開演日㈰　午後１時30分開場／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」

問合先　拓殖大学北海道短期大学（秋月・横関）（☎23-4111／問合先　拓殖大学北海道短期大学（秋月・横関）（☎23-4111／..yokozeki@takushoku-hc.ac.jp） yokozeki@takushoku-hc.ac.jp） 
拓殖大学北海道短期大学ホームページ　https://www.takushoku-hc.ac.jp/拓殖大学北海道短期大学ホームページ　https://www.takushoku-hc.ac.jp/

　「感動体験こそ教育の原点」との理念で、昭和59年から行われてきた拓殖大学北海道短期大学のミュージカ
ル公演は、今年で第39回目を迎えます。これも市民のみなさんの支援によるものと、スタッフ一同感謝していま
す。本作品は令和４年10月に旗揚げをし、保育学科・農学ビジネス学科の総勢77名の学生が一致団結して制作
に取り組んでいます。みなさんに感動を伝えられるようなミュージカルを目指して稽古に励んでいますので、ぜ
ひ会場に足を運んでください。

前売りチケット販売会前売りチケット販売会
♬日 時　１月14日㈯　午前10時～正午	

１月21日㈯　午後１時～３時
♬場 所　拓殖大学北海道短期大学
♬販売価格　1,000円	 	

※	空席が出た場合のみ、当日
券を1,500円で販売します。

♬内容（あらすじ）
　東京で暮らす岩本康太23歳。旅行代理店で働く彼は、社
長令嬢で恋人の里沙との約束された将来とは裏腹に、日々
の仕事への情熱を失いかけていた。ある日ひょんなことか
ら、生まれ故郷である深川の街に戻った際、祭りの準備で賑
わうなか、懐かしい友人たちや元恋人の朋絵と再会。その
後ドライブで訪れた音江山で不思議な出来事に遭遇する。
現れた一艘の小舟に乗って漕ぎ出した先に待つものは…。
康太は将来どのような道を歩んでいくのか、そして康太が
今ここに生きている理由とは。現代の若者たちの在り方・
生き方を描き出すファンタジー作品。	

（上演予定時間　２時間）

第52回第52回

ふかがわ氷雪まつりふかがわ氷雪まつり
＊＊日時　日時　２２月月４４日㈯　午前10時～午後６時日㈯　午前10時～午後６時

　　５　　５日㈰　午前10時～午後４時日㈰　午前10時～午後４時
＊＊場所　花園公園場所　花園公園

募 集募 集

　花園公園に飾る雪だるまを作りませんか。参加者に
は景品を差し上げます。
＊対 象　小学生以下
＊募 集 数　100基（当日受け付け／先着順）
＊製作日時　２月４日㈯　午前10時から午後０時30分

まで随時作成
＊製作場所　花園公園
＊雪だるまサイズ　縦・横ともに30㎝、高さ40㎝

まごころゆきだるま参加者募集まごころゆきだるま参加者募集
＊対 象　中学生以上
＊定 員　10団体（先着順）
＊製作期間　１月24日㈫～31日㈫（６日間）　※土・日曜

日を除く。２月１日㈬・２日㈭は手直し作業
可能。

＊製作場所　花園公園
＊そ の 他　雪像のサイズは、縦・横・高さともに1.8ｍ

（予定）、最優秀賞（３万円）などを贈呈。
＊応募期限　１月17日㈫まで

市民雪像コンクール参加者募集市民雪像コンクール参加者募集

　市内の小・中学校をアウトリーチ事業で訪れた芸術家のコンサートです。今回は、「市民
と音楽家が創るコンサート」として小田弘雅社中とも共演します。
♬曲 目　Amazing	Grace、「水上の音楽」よりアラ・ホーンパイプ、さくら幻想曲
♬出演者　森岡有裕子（フルート）、加藤文枝（チェロ）、片岡リサ（箏）、白石光隆（ピアノ）、

小田弘雅社中（箏）
♬入場料　一般1,500円／高校生以下700円　※当日は300円増し

み・らい　ニューイヤーコンサートみ・らい　ニューイヤーコンサート
♬♬日時　日時　１１月月2222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」

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）
内 容内 容

　今年は規模を縮小しての開催となりますが、各種屋
台の出店や豪華賞品が当たるビンゴ大会のほか、まご
ころゆきだるまの作成など、子どもから大人まで楽し
める催しをたくさん用意しています。

交通規制交通規制

氷雪まつりブログ更新中！氷雪まつりブログ更新中！
雪像の製作状況などが確認できます。
http://blog.livedoor.jp/fuka_snow/

▲ＱＲコード

★各イベントの情報など、詳しくは市ホ
ームページまたは２月３日㈮の新聞折
り込みチラシをご覧ください。

▲ＱＲコード

３年ぶりの３年ぶりの
ふかがわ氷雪まつりで
ふかがわ氷雪まつりで

冬を満喫‼冬を満喫‼

応募・問合先　ふかがわ氷雪まつり実行委員会事務局（商工労政課内　☎26-2264）応募・問合先　ふかがわ氷雪まつり実行委員会事務局（商工労政課内　☎26-2264）
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温水プール「ア・エール」 ■休館日　１/10・16・23・30・２/６・13
■問合先　温水プール「ア・エール」（☎26-8211）

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
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　２月８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　１月25日㈬まで
♦そ の 他　
２月１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。

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　１月29日㈰・２月12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　各開催日の前日午後５時まで

申込・問合先申込・問合先
アグリ工房まあぶ（☎26-3333）アグリ工房まあぶ（☎26-3333）

　ア・エールでは、下表のとおり各種水泳教室を開催しています。レッスン内容など詳しくは問い合わせし
てください。

教室名 曜日・時間 受講料（月額） 対象

ジ
ュ
ニ
ア

ベビー水泳教室 水・土曜日	 10:10～10:50 2,500円（回数制限なし）生後６カ月～２歳６カ月

幼児水泳教室 水・金曜日	 15:00～15:50
土曜日	 13:00～13:50

週１回受講　4,300円
週２回受講　8,000円 ２歳６カ月～５歳

ジュニア水泳教室A 水・木・金曜日	 16:00～16:50
土曜日	 14:00～14:50 週１回受講　4,300円

週２回受講　8,000円

４歳６カ月～中学生
※ジュニア水泳教室
Bの土曜日は、初級
のみジュニア水泳教室B 火～金曜日	 17:00～17:50

土曜日	 15:00～15:50

ス
タ
ジ
オ

トータルバランス 火曜日	 19:00～20:00

１人　5,400円
※複数教室受け放題

高校生以上

エアロビクス 木曜日	 19:00～20:00
ストレッチヨガ 金曜日	 19:20～20:20
リラックスヨガ 土曜日	 13:30～14:30
健康体操 火・金曜日	 13:00～14:00
簡単筋トレ 火・金曜日	 14:00～14:30

ポール体操 火曜日	 12:00～12:45
水曜日	 18:30～19:00

気軽に筋トレ 水・木曜日	 13:00～13:30
ストレッチ 水曜日	 13:30～14:00
ダイエットストレッチ 木曜日	 13:30～14:00
マッスル 水曜日	 18:00～18:30

水
中
で
健
康
増
進

水中運動 火・木曜日	 15:00～15:50

アクア 火・木曜日	 12:00～12:30
木曜日	 18:30～19:00

気になりだしたら 水・金曜日	 12:00～12:30
水曜日	 18:30～19:00

泳
法
習
得

マスターズ 木曜日	 19:00～20:00
土曜日	 15:15～16:15

泳法習得教室
火～土曜日	 11:00～12:00
火・木曜日	 13:00～13:45
火・木曜日	 14:00～14:45
火～金曜日	 19:00～20:00

高校生以上
※曜日・時間によ
り、種目やレベルが
異なります。

※受講料（月額）のほか、保険料（年額500円）がかかります。

レストラン営業時間についてレストラン営業時間について
　レストランは、1月から毎週木曜日を定休日とし、
営業時間も下表のとおり変更になりました。
▼営業時間（令和５年１月から３月まで）

月～金曜日 11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
17:00～19:00（ラストオーダー18:30）

土・日・祝日 11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
17:00～20:00（ラストオーダー19:30）

パソコン教室・２月分パソコン教室・２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 ２/１㈬	 14:00～15:30 500円
Excel基礎講座 ２/１㈬	 18:00～19:30 －
Wordステップ１ ２/６㈪	 14:00～15:30 500円
Wordマスター ２/６㈪	 18:00～19:30 －
Wordステップ２ ２/８㈬	 14:00～15:30 500円
Wordデザイン講座 ２/10㈮	 14:00～15:30 500円
Excelステップ１ ２/13㈪	 14:00～15:30 500円
Excelマスター ２/13㈪	 18:00～19:30 －
Excelステップ２ ２/15㈬	 14:00～15:30 500円

インターネット活用講座２/17㈮	 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 ２/20㈪	 14:00～15:30 500円
㊟２iPad基礎講座 ２/22㈬	 14:00～15:30 500円

㊟２iPadマスター講座 ２/27㈪	 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。

料理教室

【共通事項】
♦時 間　午前10時～午後１時
♦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
♦そ の 他　送迎を希望する方は申し込み時に申し

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。

教室 日程 定員（先着順） 参加料
豚まん作り １月15日㈰ 16人 1,500円

恵方巻き作り ２月３日㈮ 10人 2,100円
米粉パン作り ２月12日㈰ 16人 1,500円

ア・エール教室事業の案内
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市立図書館市立図書館

※詳細は、深川市スポーツ協会ホームページ	
（https://mypage.fukanavi.com/taik
yo/）「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】

移動図書館車「らんらん号」運行日程　１月・２月
ステーション名・時間 １月 ２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 18日 1日

15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 19日 ２日16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 20日 ３日17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
11日
25日

８日
22日

深川消防署	
旧更進詰所前
13:15～13:45

納内小学校前
14:15～15:20

※１/12は15:00まで
12日
26日

９日
21日

ひいらぎ荘駐車場
13:15～13:45

深川小学校前
14:15～15:20

※１/13は15:00まで
13日
27日

10日
24日

■生きがい文化センター・図書館休館日　１/10・16・23・30・２/６・13
■図書整理日　１/26（図書館のみ休館）
■問合先　市立図書館（☎22-4946）

今月の司書のオススメ本
【オメガ城の惨劇】（森博嗣）
孤島にそびえるオメガ城への招待に応
じた６人の天才と１人の雑誌記者。１日
１便の連絡船を利用する閉じた空間だ
が、大いに晩餐を楽しむ７人。そして
深夜…。

【光のとこにいてね】（一穂ミチ）
古びた団地の片隅で出会った結珠と
果遠。ふたりは何もかもが違った。着
るもの、食べるもの、そして住む世界も
…。ひとつの愛に惑う２人の四半世紀
の物語。

予約ベスト

※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 老害の人 （内館牧子）
1位 財布は踊る （原田ひ香）
1位 おいしいごはんが食べられますように（高瀬隼子）

行事　＊無料＊

１月新刊案内
▼一般図書
見つけたいのは、光
	 （飛鳥井千砂）
ULTIMATE	EDITION
	 （阿部和重）
赤ずきん、ピノキオ拾って死体と
出会う。	 （青柳碧人）
なんとかしなくちゃ。青雲編
	 （恩田陸）
プリテンド・ファーザー
	 （白岩玄）
川のほとりに立つ者は
	 （寺地はるな）
さっちゃんは、なぜ死んだのか？
	 （真梨幸子）

▼児童書
スタジオジブリのヒロインがい
っぱい	 （スタジオジブリ）
だじゃれむかしむかし
	 （長谷川義史）
月夜の晩のとおり雨
	 （大野隆介）
ふゆのコートをつくりに
	 （石井睦美）
ポッポーきかんしゃゆきさんぽ
	 （とよたかずひこ）
ようかいむらのうきうきクリス
マス	 （とよたかずひこ）
やせいのママ
	 （フィリップ・バンティング）

■総合体育館休館日　１/10・16・23・30・２/６・13
■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

主な大会
▼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（19日・27日も開催）
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
15日㈰ ヒロノ杯バレーボール大会
22日㈰ 卓球連盟新春卓球大会

深川シニアバドミントン大会（広野スポーツ杯）
28日㈯ 広野スポーツ杯バスケットボール大会（～29日）

▼２月
２日㈭ フロアカーリング協会例会（９日・17日も開催）
４日㈯ 小・中・高校生のための卓球２DAY'S（～５日）
11日㈯ 深川市バドミントン協会結成５０周年記念大会
12日㈰ 深川市スポーツ協会長杯バレーボール大会
18日㈯ 全道中学生ソフトテニス大会（～１9日）

【古本リサイクル市】
＊日時　２月４日㈯　午前１0時30分
＊内容　除籍本の無料配布

【絵本の世界で遊んじゃおう】
＊日時　２月11日㈯　午後２時
＊対象　幼児・児童とその保護者
＊定員　15人（先着）
＊内容　絵本の読み聞かせと話の中の小物の再現
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