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8/30（土）～H27/1/24（土）
文化庁伝統文化親子教室事業

いしかり伝統文化いけばな親子教室
　毎月1回土曜に開催しています。
対象　小中高生と保護者
（子どもだけでも可）
時間　13時～14時30分
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
持ち物　ハンドタオル、筆記用具
費用　1人1,000円（花材費のみ）
申込方法　電話またはファクスで申し込み
問合せ　朝比奈さん1573･3418

9/1（月）～5（金）
9月のロビー展　
「第5回 グループ・ノースポール水彩画展」
　枠にとらわれず、身近な題材を自由に描
いた作品をぜひご覧ください。 
時間　9時～17時（初日10時～。最終日16
時まで）
場所　市役所1階ロビー（花川北6･1） 
問合せ　社会教育課172・3173  

9/2（火）～7（日）   
第1回トリム・フォトクラブ写真展 
時間　10時～17時（初日11時～。最終日
16時まで）
場所　市民図書館（花川北7･1） 
問合せ　トリム 阿部さん　
1011･771･3855

①9/4（木）　②9/5（金）   
おしえて! 山田 征さん
「自然エネルギー」のこと
～原発はイヤ! 再生可能エネルギーは何
がいいの?～ 
時間　 ①18時30分～20時30分
②10時～12時    
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　山田 征氏
費用　500円（資料代ほか） 
主催・問合せ　自然エネルギーを学ぶ会
石岡さん174･0454　      　 

9/7（日） 
えい・あい館映画上映会
「長州ファイブ」
　幕末期、新しい時代を切り開くために英
国へと密航した、長州藩の5人の志士・伊藤 
博文、井上 馨、井上 勝、遠藤 謹助、山尾 庸
三。のちの“長州ファイブ”と呼ばれること
になる男たちの生きざまを描きます。 
時間　14時～16時 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172･2000

  9/9（火） ※小雨決行 
花川南防風林観察会
　踏み分け道沿いに開花状況を観察、セ
ンボンヤリの閉鎖花、サラシナショウマの
花などを確認します。 
時間　10時～12時 
集合場所　旧花川南浄水場防風林側横
（花川南4･3） 
持ち物　お持ちの方は双眼鏡、図鑑、筆記
用具、歩きやすい服装、長靴、防虫剤、雨具 
定員　20人
申込期限　9/7（日） 
問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト　
安田さん1574･6198

9/9（火） 
第16回救急医療教室
　介護が必要になった主な原因で、最も
高い割合を占めている「脳血管疾患（脳卒
中）」に関する内容を学びます。  
内容　脳卒中の診断・治療－過去・現在・
未来－    
時間　18時30分～19時40分 
場所　りんくる（花川北6･1） 
講師　社会医療法人医仁会中村記念病院
副院長 大里 俊明氏 
定員　50人（申込順） 
申込方法　9/4（木）までに電話またはファ
クスで申し込み 
問合せ　石狩医師会事務局
177･5588　577･5598　 

9/10（水） 
ガーデニング講習会
春を彩る秋植え球根　
　初心者の方でも失敗しない種類、植え
方、管理方法と、洋風に組み合わせ、すて
きなコンテナや庭の植栽を提案します。 
時間　10時30分～14時30分 
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　英国王立園芸協会日本支部コンテ
ナガーデニングマスター 元井 弘美氏 
定員　12人 
費用　2,400円（カラーテキスト代）      
申込方法　氏名、住所、電話番号を明記し
ファクス572・8397 
問合せ
小さな花園
元井さん　
1090・6213・3170 

9/10（水） 
いしかり食と農のカレッジ 

石狩産食材でダッチオーブン料理
　ダッチオーブンの魅力と肉、野菜レシピ
を学びます。      
時間　10時～13時 
講師　アウトドアカフェ野菜香房 新津 賢二氏 
持ち物 エプロン、三角巾、軍手 
定員　12人（申込順）  
費用　1,000円（材料費込み） 
場所・問合せ　アウトドアカフェ野菜香房
（緑苑台東1･2）177･8811
  
9/11（木） 
いしかり食と農のカレッジ 

白露、秋分～おはぎ、ずんだもち＆鮭汁
「石狩の秋の味覚を調理しよう！」
対象　市民（成人一般）
時間　10時～13時
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　うかたまグループ
持ち物　エプロン、三角巾
定員　20人（申込順）
費用　800円程度
申込期限　9/6（土）
問合せ　いしかり農産物加工グループ連絡協議
会事務局 村上さん1090･6262･5633 

　   
①9/11（木） ②9/25（木） 
ふまねっと健康教室
　床に敷いた50㎝四方のマス目でできた
大きな網を、踏まないようにゆっくり歩く
運動です。運動が苦手な人でも大丈夫！ 
時間　10時30分～12時 
場所　学び交流センター（花川北3･3　旧
紅葉山小学校） 
持ち物　底の平らな上靴 
費用　月2回500円（1回のみの参加も可） 
問合せ　ふまねっとはまなす　椙下（すぎ
した）さん1574･4131
　 
9/11（木）・12（金）・13（土） 
包丁とぎ講座 
時間　9時30分～11時   
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル 
定員　各5人（申込順） 
費用　500円 
申込方法　9/2（火）9時～電話申込 
場所・問合せ　リサイクルプラザ（新港南
1･22）164･3196　※月曜・祝日休館

石
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9/13（土） 
サイエンスプラザ石狩
　石狩の科学者グループ「サイエンスア
イ」による科学相談室と科学実験室。9月
のテーマは「水の表面張力」。 
対象　小学生以上 
時間　13時30分～15時　※科学実験室
は13時30分～14時15分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172･2000 

9/13（土）
フットパスツアー
「秋の石狩海岸を歩く」
　銭函駅から新川河口まで歩きます。
時間　9時30分～15時 
集合場所　9時15分市役所駐車場（花川
北6･1） 
持ち物 昼食、飲み物、雨具　定員　40人 
費用　300円（中学生以下100円） 
申込期限　9/5（金）
主催　いしかり海辺ファンクラブ
問合せ 石狩浜海浜植物保護センター　
160･6107

9/14(日) 
いしかりこどもまつり 2014
　遊びのイベント盛りだくさん。「こども商
店街」もあり、子どもが主体となって作る
お祭りです。 
時間　10時～15時
場所　こども未来館あいぽーと内、前広
場（花川北7･1）
費用　無料　※体験コーナーでは費用が
かかるものもあります
問合せ　NPO法人こども・コムステーション・
いしかり164・5640 

9/15（月・祝）
市民プール
敬老の日無料開放
　敬老の日に、65歳以上の市民に無料で
開放します。 
対象　65歳以上の方（年齢の確認できる
ものをお持ちください）
時間　9時30分～21時30分 
場所・問合せ　市民プール（花川北3・2）
174･6611

9/16（火）
第６回いしかり海辺
カルチャートーク
「いしかりの旬の魚をおいしく食べよう」
　地元在住の元漁師さんに、魚のさばき
方や切り身のおいしい味付けのコツを教
えてもらいます。漁にまつわるエピソード
のお話もあります。 
時間　10時～11時30分
場所　カフェマウニの丘（弁天町番外地） 
費用　700円（飲み物、ケーキ付き）
主催　いしかり海辺ファンクラブ
問合せ　石狩浜海浜植物保護センター　
160･6107

①9/16（火） ②10/21（火） ③11/18（火）
北の人物伝Ⅲ
～北海道の歴史を彩った人々
「いしかり市民カレッジ主催講座9」
講座内容　①荻野 吟子～女医第1号から
開拓地の医者へ～信念と愛の人
②松浦 武四郎～「蝦夷通」と呼ばれた旅
人～松浦 武四郎の生涯
③間宮 林蔵～間宮 林蔵の道を行く～ア
ムール川からサハリン・千島へ
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北海道情報大学教授 広瀬 玲子氏
②北海道開拓記念館学芸員 三浦 泰之氏
③北海道新聞報道センター編集委員
相原 秀起氏 
定員　各30人
費用　1,500円、カレッジ生1,200円
申込期限　9/4（木）
問合せ　いしかり市民カレッジ運営委員会
（市公民館内）174･2249（平日9時～17時）

9/18（木） 
名作を楽しむ会（DVD上映会）
「知られざる大英博物館　第1集古代エジプト」
　大英博物館の収蔵庫に眠る、名もない
庶民が残した大量の品々。３千年前のラブ
レター、子どもたちの学習ノート、労働者
のタイムカード。従来の王族中心のイメー
ジを覆す、古代エジプト庶民たちの知られ
ざる真実を解き明かします。
時間　13時～14時 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000
 
9/19（金）

ウオー9の日イベント
「サンセットウオーク 日帰りヘルスツアー」
　石狩浜に沈む夕日を見ながら、約2㎞砂
浜を歩きます。また、血管年齢測定や簡単
体力チェックなどを行います。そのほか石
狩温泉番屋の湯で温泉入浴、夕食も堪能
できます。ぜひご参加ください。 
対象　小学生以上
時間　14時～20時
集合場所　りんくる（花川北6･1）
※バス送迎あり
持ち物　歩きやすい服装、浴用タオル、飲
み物、ポイントカード 
定員　40人（申込順） 
費用　大人1,620円、小学生1,080円
（温泉入浴料、夕食代込み） 
申込方法　9/12（金）までに電話申込
そのほか　ウオーキングポール無料貸し
出しあり。雨天時は屋内で体操講座を実
施します
問合せ　スポーツ健康課172･6123

9/20（土）
第2回はまなす広場
　石狩の花「ハマナス」の食や美容などさ
まざまな魅力を掘り下げます。
時間　10時～15時
費用　500円 
申込期限　9/17（水）
問合せ　石狩浜海浜植物保護センター　
160･6107

9/20（土）

庭木剪定講習会
時間　10時～12時 
集合場所　9時50分紅葉山公園管理棟前
（花川北2･3）
持ち物　剪定はさみ、ノコギリ、軍手、帽子
など 
定員　30人程度
問合せ　石狩総合管理協同組合　
176･2233 　576･2244

9/20（土）・21（日）
第23回ミズノ旗争奪北海道
中学校女子ソフトボール大会
　全道から代表14チームが出場します。
観覧無料。
場所　スポーツ広場（花畔337・3）
問合せ　石狩管内ソフトボール協会
佐々木さん1090･8909･1206

9/21（日） ※雨天決行 
いしかり食と農のカレッジ 

厚田と食と農　体験バスツアー
　ミニトマト収穫、イモ掘り、札幌大球の
見学をします。そば打ちと野菜天ぷらの料
理も予定。
時間　9時～16時
集合場所　花川北コミセン（花川北3･2）
※バス移動
持ち物　エプロン、三角巾、農作業できる
服装 
定員　50人（申込順） 
費用　大人2,000円、高校生以下1,000円
問合せ　るるる♪キッチンガーデンくらぶ
事務局1011･736･9811      

9/21(日)
支援者のための研修会 
時間　10時～15時 
内容　午前:自己尊重ワークショップ、
午後:発達障害の基本的理解・その対応と
支援
場所　こども未来館あいぽーと（花川北7・1） 
講師　NPO法人セパ代表・「ほめ日記」著
者 手塚 千砂子氏ほか 
費用　1,000円 
問合せ　NPO法人こども・コムステーション・
いしかり164・5640　


