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①10/1(水) ～13(月・祝)　②10/13(月・祝)
2014年度　絵で伝えよう！　
わたしの町のたからもの絵画展
　石狩ユネスコ協会主催の絵画展です。
本年度は、ユネスコスクールである生振小
学校で授賞式を行います。生振小学校に
関心のある方や、学校近隣の皆さんもぜ
ひご参加ください。
時間　①絵画展9時～21時（火曜休館、日
曜9時～17時）　※授賞式準備のため、入
賞作品のみ9（木）まで展示　②授賞式11
時～12時 
場所　①市公民館（花川北6･1）　②生振
小学校（生振375･1）  
問合せ　石狩ユネスコ協会　漆さん　
174･1065  

10/1(水)～31（金）
秋のスリースタンプラリー！！
　花川中央商店街振興組合に加盟する30
店で500円以上利用するとスタンプを1つ
押印。3店舗を回って3つのスタンプを集
めて、同商店街発行の商品券や地元産野
菜の詰め合わせが当たる抽選に参加しよ
う！　※抽選日11/13（木）
問合せ　花川中央商店街振興組合事務所
(花川南2･2)172・4575　　 　  

10/4(土) 
ビジュアルプログラミング言語　
ビスケットであそぼう!
対象　小学4～6年生　 
時間　10時～15時30分 
場所　こども未来館あいぽーと（花川北7･1） 
講師　NPO法人デジタルポケット 渡辺氏ほか 
持ち物　筆記用具、昼食 
定員　20人　費用　1,200円 
問合せ　NPO法人こども・コムステーション・
いしかり164・5640　       

10/4（土） ※ほか3回
エコと暮らし 第1弾　私のリメイク
　眠っている着物を細長く切って編み込
み、すてきなバッグを作ります。 
日程　10/4（土）・11（土）、11/8（土）・22（土）
時間　10時～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　光子の部屋 
持ち物 ほどいた着物、裁縫セット（まち
針、はさみ、仕付け糸、縫い針など） 
定員　15人（申込順） 
費用　4,000円（4回分の受講料）、材料費
は実費（芯地、持ち手など） 
問合せ　市民活動情報センター「ぽぽらーと」
177･7070　577･7071（火～土曜10時
～18時）

10/5（日） 
いしかり食と農のカレッジ　稲刈り体験と
ジンギスカンランチ＆デコ巻き寿司教室
　稲刈り＆はさがけ体験後、ジンギスカンを
いただきます。かわいいくまの絵柄を「のり
巻き」にするデコ巻き寿司教室も開催。
時間　9時～15時　定員　40人（申込順）  
集合場所　花川北コミセン（花川北3・2）
※各自車で移動 
講師　北海道フードマイスター  木村 光江氏 
持ち物 軍手、タオル、長靴、汚れてもい
い服装、お皿、箸、コップ 
費用　大人1,500円、小学生～高校生1,000
円、幼児500円 
問合せ　るるる♪キッチンガーデンくらぶ
事務局1011･736･9811  

①10/7(火) ②10/12（日） 
ガーデニング講習会 
内容　①「バラの剪定・冬支度」
②「チューリップの寄せ植え」実習 
時間　①10時～11時30分　②10時30分
～12時 
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　①12人　②8人 
費用　①②講習費1,200円　教材費一式
①3,200円　②4,500円      
申込方法　10/5（日）までに 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 

10/8（水）   
笑ってハッピー♡笑いヨガ
　笑いとヨガの呼吸法を組み合わせた誰
にでもできる健康体操です。
時間　 10時～11時30分    
場所　ニューあかしや会館（花川南1･6
ホーマック花川店裏）
講師　（公財）日本レクリエーション協会イ
ンストラクター 櫛引 厚子氏 
定員　20人 　費用　500円（お茶代込み） 
申込期限　10/4（土） 
問合せ　杏の会174･6196　574･6198
　 
10/9（木）・23（木） 
ふまねっと健康教室　
時間　10時30分～12時　※申込不要
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回のみも可） 
問合せ ふまねっとはまなす　椙下（す
ぎした）さん☎574･4131　 　　 　  

10/9（木）・10（金）・11（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　10/1（水）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

10/9（木） 
名作を楽しむ会（DVD上映会）
「知られざる大英博物館 第2集古代ギリシャ」
時間　13時～14時 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000

10/10（金）・11（土）
布ぞうり作り講座 
時間　9時30分～12時 
持ち物　古着（浴衣、バスタオルなど）
※古着がなくても参加可 
定員　各5人（申込順）　費用　300円 
申込方法　10/1（水）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

10/11（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。10月のテーマは「熱を
音速で伝える!! － ヒートパイプのサイエンス －」。 
対象　小学生以上　費用　無料  
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 

10/11（土）   
いしかり市民公開講座 
内容　①「インフルエンザワクチンと肺炎球菌
ワクチンについて」　②「大腸がんについて」 
時間　14時～ 15時    
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　①薬剤課 薬局長 稲積 史恵氏
②石狩病院副院長 松村 将之氏 
問合せ　石狩病院 市民公開講座事務局
174･8611

①10/11（土） ②10/12（日）
第23回藤花祭 
内容　①ビンゴ大会　②本郷 奏多トーク
ショー　①②模擬店、展示、フリーマーケッ
ト、図書館一般開放ほか 　時間　10時～    
場所　藤女子大学花川キャンパス(花川南4・5) 
問合せ　藤花祭実行委員会
　hanakawa-toukasai@hotmail.co.jp
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アリーナ
ソフトボール中学生
練習試合（見学のみ）

エアロビクス
（自由参加）

ミニソフトボール
（小学生・自由参加）

ジャズダンス
（自由参加）

テニス（自由参加） 少林寺拳法
（自由参加）

体力測定　※10/7（火）まで事前申込必要

ミーティングルーム

※各種目には指導者がいます
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10/12（日） 
えい・あい館映画上映会
「アラスカ友情＆冒険の旅」
　子ども会のジュニアリーダーたちの、
アラスカでの2週間！ 
時間　14時～14時50分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172･2000
 
10/12（日） 
第6回石狩ありがとうまつり 
内容　サーモンファイターショー、市内よ
さこいチーム演舞、被災地パネル展、露
店、菓子まきなど 
時間　10時～
場所　市役所横芝生（花川北6･1）
【フリーマーケット出店者募集】
　出店無料！ 申込順。
募集区画　10区画（1区画2×3m）
問合せ　大平さん1090･3468･6011
※18時以降

10/13(月･祝）
サン･ビレッジいしかり
体育の日施設無料開放
　トレーニングルームやアリーナなど開放。 

時間　9時30分～21時30分    
場所　サン･ビレッジいしかり（新港中央1･701） 
持ち物　上靴　費用　無料 
問合せ　スポーツ健康課172･6123

10/13(月･祝）
市民プール　体育の日無料開放
時間　9時30分～21時30分
※小学生以下は保護者同伴  
場所・問合せ　市民プール（花川北3･2）
174･6611

10/13(月･祝）
童謡を歌う会 
時間　13時～ 15時 
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
講師　越野 智恵子氏 
問合せ　小笠原さん174･0403

10/14（火） ※小雨決行 
花川南防風林観察会
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　10/12（日） 
問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト　
安田さん1574・6198

10/15（水） 
いしかり食と農のカレッジ　

有機栽培で家庭菜園～土壌微生物
　有機農業者から学ぶ講座です。 
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
 
10/18（土）
石狩湾岸サケをめぐるバスツアー
　そ上を迎えるサケの観察を中心に、札幌、
石狩周辺でサケめぐりツアーを行います。 
対象　小学4年生～大人（小学生は保護者同伴） 
時間　9時30分～16時 
集合場所　9時30分市役所駐車場（花川
北6･1） 
持ち物 昼食、飲み物、雨具、歩きやすい服装
定員　30人（申込順）　費用　無料 
申込期限　10/15（水） 
問合せ 環境保全課172･3269

10/18（土） 
第52回石狩の古老に話を聞く会
　石狩鍋を食べながら、金大亭の四代目
女将、石黒聖子さんに「金大亭の歴史や石
狩鍋」のお話をしていただきます。
時間　12時～　定員　20人
費用　2,500円（当日徴収） 
申込期限　10/15（水）
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000 

10/19（日） 
いしかり食と農のカレッジ　いしかり地産地消
を楽しむ会バス研修ツアー
　佐々木果樹園（定山渓）でリンゴ狩りした
後はアイヌ文化交流センターを見学します。
時間　9時30分～16時30分 　※バスで移動
集合場所　市役所駐車場（花川北6･1）　 
定員　30人（申込順）
費用　2,000円（昼食込み） 
問合せ　いしかり地産地消を楽しむ会　
三島さん174･2039 

10/21（火）
第7回いしかり海辺カルチャートーク
石狩浜の植物を撮り続ける
　「石狩浜定期観察の会」の写真担当のお
二人に撮影のコツ、撮影秘話を伺います。 
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

10/22（水） 
秋冬に向けてのアロマソープ作り
　アロマのお話を聞き、石けんを作ります。 
対象　高校生以上
時間　13時～15時   
場所　学び交流センター（花川北3・3　旧
紅葉山小学校）
講師　佐々木 九重氏　定員  15人 
費用　石狩市総合型スポーツクラブ会員
1,500円、ビジター 2,500円（当日支払い）
申込方法　10/17（金）までに電話申込 
問合せ　（一社）アクト・スポーツプロジェクト
向田さん162･8162

10/23（木）～30（木）
第11回デッサンサークル
モチーフ作品展
　会員12人による静物、人物、風景などの鉛
筆、木炭、パステルデッサン25点余りの展示。
時間　初日12時～。最終日16時まで
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
問合せ　金子さん1090･3348･3246

①10/23（木） ②10/30（木）  ③11/6（木） 
宗教がわかると
人間と世界がわかる　 
いしかり市民カレッジ主催講座12
内容　①宗教の立場～特殊な人が信じる
のではない～　②宗教を信じる理由～救
済願望～　③宗教と暴力～宗教はテロを
生み紛争をもたらすのか～ 
時間　10時30分～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　北海道大学大学院文学研究科特任
教授 宇都宮 輝夫氏 
費用　1,500円、カレッジ生1,200円（3回分） 
定員　各30人 　申込期限　10/10（金） 
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）

10/24（金）
療育・教育連携研修会 
内容　発達が気になる子どもへの支援
時間　18 時30分～20時45分（受付18時～）    
場所　りんくる（花川北6･1） 
講師　大正大学人間学部臨床心理学科
教授 玉井 邦夫氏 
定員　180人　費用　無料 
申込方法　10/17（金）までに電話、ファク
ス、Ｅメールで申し込み 
問合せ　こども発達支援センター　
172･7015　575･2270
　k-hattatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

10/25（土） 
はまなすの丘景観保全作業
時間　10時～12時 
集合場所　9時50分はまなすの丘公園
ヴィジターセンター駐車場（浜町29・1） 
持ち物　長靴、皮手袋または軍手、スコッ
プ、クワ、手ノコ、剪定はさみなど 
問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
160･6107


