
移住者交流会
　本市に移り住んだ方の交流や情
報交換の場として移住者交流会を
開催します。
▶日時　２月25日㈯	 	

正午～午後２時	
▶場所　ラ・カンパーニュホテル深川
▶対象　おおむね10年以内に移住

や転勤などで市外から本
市に転入した方

▶定員　30人（先着順）

み・らいのピアノを 
弾いてみませんか

　文化交流ホール「み・らい」で、コ
ンサートと同じようにピアノを弾くこ
とができます。客席に家族や友達を
招きコンサートの雰囲気を体験して
みませんか。
▶日時　２月26日㈰	 	

午前10時～午後６時
▶場所　文化交流ホール「み・らい」
▶募集人数　16人（先着順）
▶使用時間　出入りを含め、１人30

分以内
▶参加料　1,000円
▶応募方法　文化交流ホール「み・

らい」に備え付けの
申込用紙に必要事項
を記入し、参加料を
添えて応募してくださ
い（随時受け付け）。

▶応募・問合先　
文化交流ホール「み・らい」
（☎23-0320）

み・らいダンス公演 
「みんなで踊ろう！」

　み・らいダンスワークショップ参加
者と市内や近郊のダンスサークルが
日頃の練習成果を元気いっぱいに
披露します。
▶日時　３月11日㈯　午後３時
▶場所　文化交流ホール「み・らい」
▶入場料　一般1,000円		 	

高校生以下500円	 	
※当日は各300円増し	
※未就学児は無料

▶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 
２月・３月前期

【市民ギャラリー】
⿓空知美術教育研究会会員展	 	
	 ２月２日㈭～15日㈬
⿓ぴいぷるデッサン展	 	
	 ２月17日㈮～28日㈫
⿓はぐママ十人十色作品展	 	
	 ３月２日㈭～15日㈬

【特別企画展】
⿓不協和音展	２月２日㈭～15日㈬
⿓岩永総子個展「Side	U」・清水翼	
個展「境界」	２月17日㈮～28日㈫
⿓島田無響書道展	 	 	
	 ３月２日㈭～15日㈬
⿓深川市内小・中学生書道作品展	
	 ３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　２/６・13・20・27	 	
３/６・13

▶問合先　アートホール東洲館		
（☎26-0026）

パソコン教室・３月分パソコン教室・３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 ３/１㈬	 14:00～15:30 500円
Excel基礎講座 ３/１㈬	 18:00～19:30 －
Wordステップ１ ３/２㈭	 14:00～15:30 500円
Wordマスター ３/２㈭	 18:00～19:30 －
Wordステップ２ ３/６㈪	 14:00～15:30 500円
Wordデザイン講座 ３/８㈬	 14:00～15:30 500円
Excelステップ１ ３/９㈭	 14:00～15:30 500円
Excelマスター ３/９㈭	 18:00～19:30 －
Excelステップ２ ３/10㈮	 14:00～15:30 500円

インターネット活用講座３/13㈪	 14:00～15:30 500円
㊟iPad基礎講座 ３/15㈬	 14:00～15:30 500円

㊟iPadマスター講座 ３/17㈮	 14:00～15:30 －
㊟	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。

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

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）

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　３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　２月22日㈬まで
✿そ の 他　
参加者が４人以下の場合は中
止します。
３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　
２月26日㈰・３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　各開催日前日の午後

５時まで

▶参加料　2,000円（食事代を含む、
小学生以下無料）

▶申込期限　２月17日㈮まで
▶その他　希望する方は自宅近く

まで送迎を行いますの
で、申込時に申し出てく
ださい。

▶申込・問合先　
移住定住サポートセンター
（地域振興課内　☎26-2627）

温水プール「ア・エール」 ■休館日　２/６・13・20・27・３/１～15
■問合先　温水プール「ア・エール」（☎22-4946）

区分 日時 対象 参加料 申込方法
ア・エール

泳力認定会 ２/19㈰　10:00 25ｍ以上泳ぐことができる方
１種目550円（施設利用料と保険料
500円は各自負担）
※合格すると認定料がかかります。

２月12日㈰までに参加料と
保険料500円を持参し、フロ
ントで申し込みしてください。

臨時休館のおしらせ 　施設の設備・機械などの定期点検・整備と清掃のため、休館します。
♦休館期間　３月１日㈬～15日㈬
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市立図書館市立図書館

移動図書館車「らんらん号」運行日程　２月・３月
ステーション名・時間 ２月 ３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 15日

1日
15日
29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 16日

２日
16日
30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 17日

３日
17日
31日

市役所前
12:45～13:15

音江小学校前
14:15～15:20

８日
22日

８日
22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

９日
21日

９日
23日

ひいらぎ荘駐車場
13:15～13:45

深川小学校前
14:15～15:20

10日
24日

10日
24日

■生きがい文化センター・図書館休館日　２/６・13・20・27・３/６・13
■図書整理日　２/24（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
【骨灰】（冲方丁）
大手デベロッパーに勤める松永光弘
は、自社の悪い噂の真偽を確かめる
ため、地下へ調査に向かう。たどり着
いた不気味な祭祀場で、鎖に繋がれた
男を発見し解放するが…。

【見果てぬ王道】（川越宗一）
貿易商の跡継ぎとして育ち、香港で写
真館を経営する庄吉。西洋の武力支
配からの自立を目指す若き孫文と出
会い…。革命家・孫文を支援し続けた
梅屋庄吉の熱き生涯を描く。

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）
２位 教誨 （柚月裕子）
３位 老人ホテル （原田ひ香）

【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（先着順）
＊内容　絵本「わたしのワンピース」の読み聞かせと話の

中の小物の再現

行事　＊無料＊

２月新刊案内
▼一般図書
月の立つ林で	 （青山美智子）
名探偵の生まれる夜
	 （青柳碧人）
犬小屋アットホーム！（大山淳子）
うさぎ玉ほろほろ	（西條奈加）
世はすべて美しい織物
	 （成田名璃子）
ゴッホの犬と耳とひまわり
	 （長野まゆみ）
タスキメシ-五輪-	 （額賀澪）
最後のひと	 （松井久子）
罪の境界	 （薬丸岳）
闘え！ミス・パーフェクト
	 （横関大）

▼児童書
アントンせんせいこまったとき
はおたがいさま	 （西村敏雄）
クリスマスのおとしもの
	 （えがしらみちこ）
サンタクロースになりたいの
	 （ひろたまお）
スタジオジブリのヒロインがい
っぱい	 （スタジオジブリ）
月夜の晩のとおり雨
	 （大野隆介）
ぶるばびぶーん（ささきしゅん）
ゆきのげきじょう	（荒井良二）
わらってよピッコ
	 （ルイス・スロボドキン）

■総合体育館休館日　２/６・13・20・27・３/６・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
▼２月
９日㈭ フロアカーリング協会例会（17日も開催）
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）
23日㈭ 北海道中央病院杯フロアカーリング大会
25日㈯ 会長杯インスタントカップルソフトテニス大会
26日㈰ リップル杯ミニバレーボール大会

▼３月
２日㈭ フロアカーリング協会例会（９日・17日も開催）
４日㈯ 深川市子供会スポーツフェスティバル
５日㈰ 333歳バレーボール祭
12日㈰ 全道中学生ソフトテニス大会（１8日も開催）

※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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