
カレンダー

22広報  いしかり  2014.7

9月号の
原稿締切 7/31●まで木

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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7/6（日）
えい・あい館映画上映会

　ドキュメンタリー作品2本立てです。
内容　①「むしろ麹」香川県東かがわ市引
田に伝わる、むしろ麹によるしょうゆ製造
技術を紹介　②「越後上布」新潟県魚沼市
小出に伝わる、越後上布の気の遠くなる
ような作業工程と繊細な熟練の技を紹介
時間　14：00～ 15：15
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

7/6(日)
オープン　ガーデン 　

　庭創りの実践や管理方法が学べます。
お気軽にお越しください。 
時間　10：00～ 15：00 
場所　花川南8-3-79（佐々木整形外科裏） 
講師　ガーデンコーディネーター　
船尾 博尊氏 
費用　無料 
問合せ　船尾さん☎090-5955-5433 

7/8（火） ※小雨決行 
花川南防風林観察会 　

　オオウバユリの大群落、春植物の実など
を観察します。 
時間　10：00～ 12：00 
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　7/6（日）
申込・問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト
安田さん☎74-6198

7/9（水）※雨天中止

ウオー9の日イベント「サマー
ウオーク in すこやかロード」

　簡単なラジオ体操の講習会後、すこや
かロード約3.3㎞をウオーキングします。
ウオーキング後は、紅葉山公園の健康遊
具の体験会を行います。
時間　10：00～ 12：00
集合場所　紅葉山公園西側駐車場（花川北2-3）
持ち物　歩きやすい靴・服装、タオル、飲
み物、帽子、ポイントカード
そのほか　直接会場へ。ウオーキングポール
の貸出あり（無料）
問合せ
スポーツ健康課
☎72-6123

7/10（木）・24（木）
ふまねっと健康教室

時間　10：30～ 12：00
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☎574-4131

7/10（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

にんげんドキュメント「ヒレをもらったイルカ」
内容　尾ビレの大部分を失ったイルカと、
人工ヒレの開発に奮闘する人々の記録
時間　13：00～ 13：45
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

①7/10(木) ②7/13（日） 
ガーデニング講習会 

内容　①「バラのお礼肥と夏の整枝」
②「庭の花の基礎知識」 
対象　ガーデニング初心者の方 
時間　①10：30～ 12：00
②10：00～ 11：30 
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12人
費用　各1,200円
申込方法　氏名・住所・電話番号を明記し
ファクス572-8397
申込・問合せ　小さな花園　元井さん　
☎090-6213-3170

 
7/10(木)
ハマナスで
ナチュラルコスメ作り

 　ハマナスの花びらを採取し、無添加コスメ
を作ります。ハマナスの美容効果も学びます。
時間　10：00～12：00
費用　700円
申込期限　7/3（木） 
そのほか　ハマナスの苗の移植作業あり
場所・申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター（弁天町48-1）☎60-6107 

7/12（土）～20（日）

展示「駅逓～明治の道の駅？」

　北海道開拓に大きな役割を果たした駅
逓の資料を展示（石狩市郷土研究会・石狩
市民図書館共催事業）。※20日15：00まで
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

7/12（土）
カルチャーナイト2014
石狩浜ナイトウオーク 

　夜の石狩浜で遊んじゃおう！ 何が見られ
るかな？
時間　17：00～ 20：30 
持ち物　長靴、防寒、必要に応じて着替え
費用　500円。中学生以下300円
※地場産食材を使った軽食付き
申込期限　7/8（火）
場所・申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター（弁天町48-1）☎60-6107 

7/12（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。7月
のテーマは「電気と磁気は双子の兄弟－
電気が磁気を生み磁気は電気を生む－」。
対象　小学生以上　
時間　13：30～ 15：00
※科学実験室は13：30～ 14：15
場所・申込・問合せ　市民図書館
（花川北7-1） ☎72-2000

7/12（土）
つくって・あそぼう・
くるりんぱ 

　さかさ絵をつくってみよう！ ユネスコ
ゲームにも挑戦！！
対象　小学生　 時間　10：30～ 12：00
場所　市民図書館（花川北7-1）
定員　20人（先着順） 
申込・問合せ　石狩ユネスコ協会青年部
新屋(しんや)さん☎090-7056-4754

7/13（日）
ＰＭＦ連動企画
DVD上映会

「バーンスタイン最後のメッセージ」
　ＰＭＦ創設者である大指揮者・故レナー
ド・バーンスタインの日本最後の演奏会の
DVD作品を上映します。
時間　14：00～ 16：00
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000
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7/13（日）　
いしかり食と農のカレッジ

生産者交流会と厚田区探索
　厚田区の伊達邦直主従北海道移住の碑
や厚田資料室などを探索し、昼食は「みな
くる」で、午後は古潭の1.5ファームでイチ
ゴタルトとハーブティーをいただきながら
生産者と交流します。
時間　9：30～ 16：30 
集合場所　市役所駐車場（花川北6-1）
※バスで移動
定員　25人（先着順）　費用　800円（昼食付）
申込・問合せ　いしかり地産地消を楽しむ会
荒澤さん☎72-3672

7/15（火）
第9回まちづくり
ラウンドテーブル

女性が元気なまちづくり
　少子高齢の時代を迎え、地域の暮らし
が快適になる工夫について聞きます。
時間　18：00～ 　 定員　20人（先着順） 
場所　市民活動情報センターぽぽらーと
（花川北3-2、花川北コミセン内）
講師　シンクタンク研究員　太田明子ビ
ジネス工房　代表　太田 明子氏 
費用　100円
申込・問合せ　ＮＰＯ法人ひとまちつなぎ石狩
☎60-2722 

7/17（木）
花めぐりツアー

時間　9：00～ 17：00
集合場所　8：45　市役所来客用駐車場
コース　札幌市滝野すずらん丘陵公園など
持ち物　昼食（各自持参）
定員　35人（申込者多数の場合は抽選）
費用　400円（65歳以上300円）
申込方法　電話申込（１回の申し込みで２人まで）
申込期間　7/7（月）～ 9（水）8：45～ 17：15
申込・問合せ　花と緑の協議会事務局
（都市整備課）☎72-3139

7/17（木）
石狩市地域自立支援協議会
市民報告会

　協議会の活動報告と、石狩聴力障害者
協会会長の杉本五郎氏に、ろう者や手話
の魅力についてお話しいただきます。
内容　①平成25年度石狩市地域自立支
援協議会活動報告　②講演「手話基本条
例を広めるために～ろう者や手話の魅力
を知ってもらう～」
時間　15：00～ 17：00　 定員　150人
場所　りんくる（花川北6-1）
申込方法　7/10（木）までに電話、ファク
スまたはメール
そのほか　手話通訳、要約筆記が必要な
方は、申込時にお伝えください
申込・問合せ　市相談支援センターぷろっぷ
☎72-6137　572-6138
　prop@harunire.or.jp

7/17（木）
子ども達のフッ化物洗口と健康
への影響についての学習会

時間　10：30～ 
場所　わかば会館（花川北4-3）
講師　堀 弘子氏 　　費用　無料 
問合せ 子供達のフッ化物洗口を考える会
糟谷さん☎74-7907

7/17（木）・26（土）
いきいき元気塾
ふまネット

時間　14：00～ 16：00　持ち物　上靴
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
申込・問合せ　介護老人保健施設オアシ
ス21　岸上さん☎72-0021

①7/19（土）・26（土） ②9/6（土）
体験講座
縄文土器復元講座

　縄文土器の復元にチャレンジしませんか。3回
の講座で初心者でもみっちりとご指導します。
内容　①製作2回　②野焼き1回
時間　9：30～ 16：00　費用　400円（材料費）
場所　①市公民館（花川北6-1）　②紅葉
山49号遺跡（花川608）
定員　15人（申込多数時抽選）
申込期間　7/1（火）～ 10（木）
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館
☎62-3711

7/19（土）～9/28（日）
札幌国際芸術祭2014

　世界的に著名なアーティストである坂
本龍一氏をゲストディレクターに迎え、「都
市と自然」をテーマに開催します。
場所　道立近代美術館（札幌市中央区北1西17）ほか
問合せ　札幌市コールセンター☎011-222-4894

7/19（土）
7・19民間ユネスコ運動
の日

　東日本大震災子ども就学支援への募金
を市民の皆さんに呼びかけます。
時間　11：30～ 13：00
場所　コープさっぽろいしかり店前（花川北3-3）
問合せ　石狩ユネスコ協会事務局
☎090-5981-4993

7/19（土）
石狩まるごと食べつくし
バスツアー

　ミニトマト収穫体験・さくらんぼ狩りを
通して自然を満喫します！  
時間　9：00～ 17：00
集合場所　市役所（花川北6-1）
定員　30人（先着順）
持ち物 防虫剤、運動靴、雨具
費用　大人（中学生以上）3,000円、小学
生1,500円、小学生未満500円
申込方法　7/14（月）までに電話申込
申込・問合せ　農政課☎72-3164

7/19（土）～9/14（日）
アンモナイトをテーマにした

福岡幸一銅版画展
1億年前の北海道のアンモナイトたち
　アンモナイトをテーマに厚田区で制作
を続ける福岡さんの版画展。
 【いしかり砂丘の風資料館（弁天町30-4）】
内容・日程　展示「アンモナイトの銅版画
と化石の世界」7/19（土）～ 8/31（日）、
ギャラリートーク「化石からのメッセージ」
7/27（日）16:00 ～　
【石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48-1）】
内容・日程　展示「1億年前の植物と海の
生き物たち」8/1（金）～ 31（日）　
【市民図書館（花川北7-1）】
内容・日程　展示「1億年前の北海道のア
ンモナイトたち」8/5（火）～ 9/14（日）、
ギャラリートーク「『北海道アンモナイト博
物館』に込めた思い」8/9（土）17:00 ～
【市役所（花川北6-1）】
内容・日程　展示「1億年前の時代別アン
モナイトたち」8/11（月）～ 22（金）
問合せ　いしかり館ネットワーク（市民図
書館内）☎72-2000

7/20（日）
講座・絵本を楽しむ
「不思議なナンセンス絵本」

時間　11：00～ 12：00
講師　子どもの本の専門店どりーむきゃっちゃー 
安齋 久子氏
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

①7/23（水） ②8/6（水）
石狩湾新港の最先端技術
を学ぶ

いしかり市民カレッジ主催講座8　
内容　①超電導直流送電とは～新港で夢
の送電方式実験（講義）　②北ガス石狩
LNG基地見学
定員　30人 
時間　①10：00～ 12：00　②9：00～ 12：00 
場所　①花川北コミセン（花川北3-2）　
②市公民館集合（花川北6-1） 
講師　山谷 和彦氏（サイエンスアイ、北海
道大学名誉教授）ほか
費用　1,300円、カレッジ生1,100円（2回
分、参加費＋バス代） 
申込期間　6/30（月）～ 7/11（金） 
申込・問合せ　いしかり市民カレッジ運営委
員会（市公民館内）☎74-2249（平日9：00～
17：00）

7/23（水）～27（日）
ベトナムの「子どもの家」
作品展

　子どもたちの自立支援活動を行う作品
展。ホームで生活する子どもたちが描く美
術作品など、多数紹介します！
場所　市民図書館（花川北7-1）
問合せ　NPO法人石狩国際交流協会
☎62-9200


