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本欄へ掲載希望の方は、左記日付までに秘書広報課へ持参（平日）・郵送・ファクス・Ｅメール
のいずれかで提出してください。掲載については、秘書広報課で判断させていただきます。
〒061-3292　花川北6条1丁目30-2　574-5581     hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jp
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8/1（金）～11/3（月・祝）
石狩尚古社所蔵品展　

石狩に遺る戦争の証
　軍事郵便絵はがき、旧陸軍軍装品、石狩
空襲資料などを展示します。 
時間　10時～17時 
場所　石狩尚古社資料館（本町3）
※休館日不定休（要電話確認）  
費用　無料 
主宰・問合せ　中島さん162-3380  

8/2（土）・3（日） 
夏休み自然教室

「海辺の素材でクラフト遊び」
「海浜植物観察園ガイドツアー」 
時間　11時～15時（開催時間中出入り自由） 
費用　無料
場所・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
（弁天町48-1） 　160-6107 

8/2（土）～10（日） 
前田森林公園
フラワーアートウィーク

アートっていいね！
　前田森林公園が色鮮やかな花とアート
作品で彩られ、8/9（土）・10（日）には、手
稲区のほか、小樽市・石狩市など近隣市町
村が連携して農産品・特産品の魅力を発
信する「ていねマルシェ」を開催。各種イベ
ントも実施します。
時間　10時～16時ていねマルシェ 
場所　前田森林公園（札幌市手稲区手稲
前田591-4ほか） 
問合せ　札幌市コールセンター　
1011-222-4894　 

8/3（日） ※ほか2回
あさぶおすそわけ　
マーケット

　札幌市北区麻生にある「覚王寺」という
お寺の境内に、採れたて野菜、亜麻そば、
蜂蜜、パン、コーヒー、焼き鳥、雑貨、お好
み焼き、射的など約30店舗が集結します。
　「おすそわけ」の名前の通り、買い物の
際にはちょっとしたお土産ももらえます。
日時　8/3（日）、9/7(日)、10/5(日)
11時～15時
場所　覚王寺(札幌市北区麻生町5丁目2-12)
主催・問合せ　麻生商店街振興組合
あさぶおすそわけマーケット実行委員会
1090-7646-3688 

 

8/3（日） 
えい・あい館映画上映会 

「新しい風～若き日の依田勉三～」
内容　明治15年（1882年）「晩成社」を結
成した依田勉三（北村一輝）は、北海道十
勝原野の未知の荒野への第一歩を踏み出
します。出演：北村一輝、富田靖子、風間ト
オル、岩崎ひろみ 
時間　14時～16時 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/3（日） 
つくってみよう！ 

メビウスの輪／
不思議なビーズアクセサリー
内容　裏表のない不思議なリングと、光で
色が変わるビーズの工作です
時間　10時～12時 
講師　石狩翔陽高等学校科学部員 
定員　材料が無くなり次第終了 
費用　無料 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000  

8/5（火） 
第5回 いしかり海辺
カルチャートーク

体にもイイ石狩海岸の植物②
薬草ハマボウフウとハマナスの魅力と効能 
対象　一般 
時間　10時～11時30分
場所　マウニの丘（弁天町番外地） 
費用　300円（飲み物、ケーキ付） 
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 

8/5（火）～12（火）  
2014 原爆パネル展 

　世界で唯一の被爆国である日本。一瞬
にして未来を奪い去った悲惨な史実を後
世に伝え、核兵器の廃絶と世界の恒久平
和を願い、開催します。夏休みに親子で話
し合ってみませんか。 
場所　市民図書館（花川北7-1） 
問合せ　 総務課172-3149 

8/5（火）～29（金） 
子母澤寛・特別展示 

　旧厚田村出身の作家・子母澤寛の幻の
自筆原稿を中心とした展示です。 
【図書館講座「子母澤寛の自筆原稿」】
日時　8/9（土）13時30分～15時
内容　①「さかな釣」原稿から
②「子母澤寛と彰義隊」　
講師　①長 良幸氏
②市民図書館　丹羽 秀人
【共通事項】
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/6（水） 
いしかり食と農のカレッジ 

有機栽培で家庭菜園
病害虫対策
　農薬を使わずに虫や病気を防ぐ方法を
学びます。 
時間　10時～12時  
場所　花川北コミセン（花川北3-2） 
講師　1・5ファーム　長 良幸氏 
定員　40人
費用　500円 
問合せ　農政課172-3164 

8/6（水）・9（土）・15（金）

平和の灯火を点火します

　「心に平和の火をともそう」を合言葉に建立
された「平和の灯火（ガス塔）」に点火します。
日時　8/6（水）広島に原爆が投下された
日…点火時間8時15分
8/9（土）長崎に原爆が投下された日…点
火時間11時02分
8/15（金）全国戦没者追悼式の日（終戦記
念日）…点火時間12時
場所　市役所前庭（花川北6-1）
問合せ　総務課172-3149

8/7（木） 
自然教室
「ハマナスで草木染め」 

　ハマナスを材料にハンカチやスカーフ
を染めます。
対象　小学生以上（3年生以下は保護者同伴） 
時間　10時～15時
定員　15人  
費用　中学生以下100円、高校生以上300
円、材料費としてハンカチ100円、ガーゼ
ストール200円（選択可） 
申込期限　8/4（月） 
場所・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
（弁天町48-1）160-6107  
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8/7（木）・8（金） 
調べる学習コンクール
夏休み特別講座 　

　調べる学習コンクールや、自由研究作成
のための特別講座を開きます。 
時間　①10時～　②11時～
講師　市内小学校図書館司書 
費用　無料 
そのほか　筆記用具持参。当日直接会場へ 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000 

8/8（金）・9（土）
夏休み親子手づくり
木工教室

　廃材を利用して自由に木工品を作りま
しょう。 
対象　市内の小学生（保護者同伴）　 
時間　9時30分～12時
持ち物　軍手、エプロン 
定員　各10人（先着順） 
費用　無料  
申込方法　8/1（金）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

8/8（金） ※1日限り 
夕日の丘ビアガーデン 

時間　17時～21時 
場所　夕日の丘観光案内所北側スペース
（厚田区厚田12-4） 
問合せ　厚田支所地域振興課　
178-2012 

8/9（土） 
図書館けんがく・
たいけんツアー 

　図書館の裏側の見学、体験を織り交ぜ
た楽しいツアーを実施します。 
対象　小学3年生以上（市外含む） 
時間　10時～12時 
定員　10人
費用　無料 
申込期限　8/3（日）　※申込多数の時は
抽選となります 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/9（土） 
第21回 カニを食べる会 

　おいしいカニを食べながら、ロシアをは
じめとするユーラシア諸国について語り
合いませんか。　※持ち帰りも可 
時間　18時30分～ 
場所　茨戸ガーデン（生振39-2） 
定員　50人
費用　5,000円 
申込期限　8/4（月） 
そのほか 　送迎バスあり 
問合せ　日本ユーラシア協会石狩支部
事務局　三上さん1090-3775-8624  

8/10（日） 
市民プール
障がい者無料開放 

時間　9時30分～終日 
持ち物　障がい者手帳 
そのほか　介助者1人無料 
場所・問合せ　市民プール（花川北3-2）　
174-6611 

8/12（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、
キツリフネ、ゴボウ、キンミズヒキなどの花
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　8/10（日）
問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト　
安田さん174-6198  

8/14（木）･28（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。運動が苦手な方でも大丈夫！
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 

8/14（木） 
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「封印された原爆報告書」
　日本が原爆被害の実態を調べた181冊
もの報告書はなぜアメリカに渡され、被爆
者のために生かされなかったのか？ その
真相に迫ります。 
時間　13時～14時
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/15（金） 
石狩ユネスコ協会
平和の鐘を鳴らそう！ 　

　各寺社の協力のもと、世界平和と震災
からの復興を祈願して、終戦記念日正午
に、祈りを込めて平和の鐘を鳴らします。 
時間　11時55分～12時過ぎ 
場所　大心寺、常照寺、正眼寺、能量寺、立
江寺、龍徳寺、了恵寺、永泉寺 
主催・問合せ　石狩ユネスコ協会
漆さん1090-5981-4993

8/15（金）～17（日）
ライジングサン
ロックフェスティバル

　全国から約6万人の来場者が訪れる野
外コンサート。チケットは各プレイガイドに
て好評発売中。
場所　石狩湾新港樽川ふ頭横（新港中央
1周辺）
そのほか　14（木）午後からリハーサルを
行います。音が響き、本番当日は道路が混
み合うことも予想されますが、ご理解願い
ます
問合せ　（株）ウエス1011-614-9999
（平日11時～ 18時）

8/16（土） 
いきいき元気塾　
膝痛教室 

時間　14時～16時 
場所　花川南コミセン（花川南6-5） 
持ち物　上靴 
問合せ　介護老人保健施設オアシス21　
岸上さん172-0021

8/16（土） ※雨天時は8/17（日）に延期 
プロジェクトM：自由研究
応援！ 夏休み石狩ツアー

　海岸で解説を受けながら自然観
察や漂着物拾いをして、オブジェな
どの作品づくりを行います。
対象　小・中学生（小学生は保護者同伴） 
時間　9時～15時　　
場所　いしかり砂丘の風資料館(弁天町
30-4)、石狩浜（弁天町地先） 
持ち物 観察・採集に必要な道具、砂地
を歩ける靴、帽子、昼食・飲み物など 
定員　15人（およびその保護者） ※先着順  
費用　無料
主催　「プロジェクトＭ」 
申込方法　電話申込 
申込期間　8/1（金）～13（水） 
問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

①8/19（火） ②8/27（水）
ガーデニング講習会

内容　①「バラの耐寒性を付けるための
施肥」 ②「秋が好適期・バラと宿根草の庭
の土作り」
時間　①10時30分～12時
②10時～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　各10人
費用　①1,200円（テキスト・肥料付）
②2,800円（テキスト・庭の土の簡易検査
込み）
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　 

 




