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11/1（土）～3（月･祝）   
第27回いしかり菊花展 
内容　①展示：大菊部門6部門、小菊部門
6部門、合計約200鉢　
②お茶席：表千家（1・2日）、遠州流（3日） 
時間　①9時30分～17時　②10時～15時
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
問合せ　石狩菊花展実行委員会 副委員長
瀬野さん174･0229

11/2（日）
えい･あい館映画上映会
「イヌワシ 風の砦」
　国の天然記念物イヌワシのハンティン
グや子育ての様子、生息地などを7年にわ
たって追い続けた貴重なドキュメンタリー
作品です。 
時間　14時～15時10分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172・2000

11/4（火） ※小雨決行
花川南防風林観察会
 　踏み分け道沿いに開花や結実状況を
観察。ハウチワカエデの紅葉、ヒメザゼン
ソウの実などを確認します。
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と図鑑、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　11/3（月・祝）
問合せ　石狩浜夢の木プロジェクト
安田さん1574・6198

11/5（水）   
チェンバロと読み語りコンサート
　チェンバロ演奏と、チェンバロの奏でる
音にのせて郷土史絵本作家「鈴木 トミエ」
の物語を読み聞かせします。
対象　どなたでも可 
時間　13時～13時40分 
場所　りんくる（花川北6・1） 
講師　チェンバロ：明楽 みゆき氏
読み語り：興膳 津(こうぜん しん)氏 
費用　無料
問合せ　石狩の風音コンサート企画実行委員会
中村さん 
1080・4040・0627

11/5（水）   
第8回いしかり海辺カルチャートーク
海からの手紙、南から北へ
　なぜこんな北の海に!?　漁網にかかっ
た世界最大の魚や、石狩海岸に漂着する
遥か南からの驚きのモノたち。 
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
申込方法　電話申込 　申込期限　11/2（日） 
問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
160･6107

 ①11/6（木） ②11/11（火） ③11/12（水）
　　カローリング教室
　　 ルール説明の後、チームに分かれて
試合をします。
対象　小学生以上の市民（小学生は保護者同伴）
時間　18時30分～20時30分
場所　①浜益スポーツセンター（浜益区
群別1･41）　②花川北コミセン（花川北3
･2）　③花川南コミセン（花川南6･5） 
講師　市スポーツ推進委員協議会 
持ち物　上靴 
定員　各30人　　費用　無料 
申込方法　各回開催の2日前までに電話申込 
問合せ　スポーツ健康課172･6123 　  

11/7（金）  
 第25回石狩市社会福祉大会
～成年後見制度を活用し、住み慣れた地
域で自分らしく生きたい～ 
内容　講談師 神田 織音（かんだ おりね）
氏による口演「講談で学ぶ成年後見制度」、
式典と表彰、制度説明 
時間　13時30分～    
場所　りんくる（花川北6･1） 
共催　石狩市 
主催・問合せ
社会福祉法人
石狩市社会福祉
協議会172･8184

11/8（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。11月の
テーマは「再生可能エネルギーって何？」
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 
費用　無料
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172･2000 

11/9（日）   
第15回石狩福祉芸能チャリティ
　各流派12団体による日本舞踊（出演者
120余人）の披露。売店もあり。収益金は
福祉団体へ寄付します。 
時間　10時～18時 ※9時30分開場   
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
費用　500円（当日券あり） 
問合せ　大会長 間ヶ敷（まがしき）さん
173･3987
 　
11/9（日）  ※雨天決行  

ウオー9の日イベント
ノルディックウォーキング講習会 
対象　ウオーキング愛好者 
時間　10時～11時45分　 
場所　りんくる（花川北6･1） 
講師　北海道ノルディックウォーキング協
会公認インストラクター 西田 香織氏 
持ち物 上靴、タオル、飲み物、ポイント
カード、カッパなどの雨具、マイポールの
ある方は持参 
定員　40人（申込順）
費用　無料 
申込方法　11/7（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 
問合せ　スポーツ健康課
172･6123

11/9（日）～15（土） 
特別映画上映会　
アニメ映画「めぐみ」上映会
　横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された
1977年11月15日からすでに37年が経過
しました。この問題啓発のため制作された
アニメ作品を、15日までの1週間毎日エン
トランスホールで上映します。 
時間　12時～12時30分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1）
172･2000

①11/11（火） ②11/14（金）   
家事家計講習会
　家計簿を通してわが家の経済を考えま
せんか？ 
時間　10時～12時    
場所　①緑苑台グリーン会館（緑苑台東2･1）
②花川北コミセン（花川北3･2） 
定員　①20人　②40人 
費用　400円 
そのほか　託児あり250円（軽食付き、要
申込） 
問合せ　札幌第三友の会　
1011･682･8805 　　 　  
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11/12（水）  
思い出の歌で演歌体操
　懐かしいメロディーに合わせて、いきい
きわくわく。軽やかに体を動かし、心も頭
もリフレッシュしましょう。
時間　10時～11時30分
場所　ニューあかしや会館（花川南1･6） 
講師　日本レクリエーション協会 恵庭レ
ク会長 佐藤 洋子氏
定員　20人
費用　500円（お茶代込み）
申込期限　11/8（土）
問合せ　楽々レクリエーション杏の会
174・6196　574･6198

①11/12（水） ②12/3（水）  
あなたの知らない遺言・相続　
無料セミナー
　知らないと損をする遺言、相続どうした
らいいの？ H27/1/1～相続税基礎控除改
正ってどうなの？ 戸建など不動産はどう遺
言、相続したらいいの？ など遺言、相続、成
年後見、不動産など横断的にお話します。
時間　13時～14時30分    
場所　①厚田総合センター（厚田区厚田
45･5）　②りんくる（花川北6･1） 
講師　行政書士 池田 真人氏 
定員　各15人（当日先着順） 
問合せ　行政書士池田法務事務所　
172･3558

11/13（木） 
名作を楽しむ会（DVD上映会）
「知られざる大英博物館 第3集日本」
　“日本巨大古墳の謎”を描きます。謎を解
く鍵は意外にも大英博物館にありました。
時間　13時～14時 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7･1） 
172･2000

11/13（木） 
　　石狩市民カローリング大会
　　in 浜益 
　16チームで各3試合を行い、1～3位ま
で表彰します 。
対象　小学生以上の市民（小学生は保護者同伴） 
時間　18時30分～20時50分    
場所　浜益スポーツセンター（浜益区群
別1･41） 
持ち物　上靴
費用　1,000円  
定員　16チーム（各チーム3～5人まで選
手登録可能） 
申込方法　所定の申込用紙に記入しファクス 
申込期限　11/6（木） 
問合せ
スポーツ健康課
172･6123
572･1165

11/13（木）・14（金）・15（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　11/4（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

11/13（木）・27（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。申込不要。 
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
　　 　  　 
11/14（金）・15（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　11/4（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 

11/15（土）   
　　第19回石狩はまなす館
　　チャリティーコンサート 
時間　13時30分開演（開場13時）　 
費用　700円（お土産付き）　※小学生以
下無料 
そのほか　バザー同時開催 
場所・問合せ　熊谷病院（花川南7･5）
173･5201

11/15（土）   
第12回飲食ハシゴ大会まつり
　チケットを購入し、5店回って印をもら
います。設定時間以降の上位10位に豪華
賞品が当たるほか、参加賞あり！
参加店　くいどころてつぞう、リッチハウ
ス、スナックピアニシモ、すなっく円香、す
なっく俺ん家、スナック花瑞樹、居酒屋利
久、かとちゃん食堂 
対象　参加チケット購入者 
時間　18時～20時 ※例年と開催時間が
違います  
定員　60人 　　費用　チケット3,000円 
チケット販売店　上記参加店のほか当会事
務所、花川中央商店街振興組合参加店(セイ
コーマート花川南店、クリーニングエース花川
南店、マルウロコ酒井建設工業㈱など) 
問合せ　花川中央商店街振興組合事務所
（花川南2･2）1572･4575　※月～金曜
10時～16時、土日祝日除く

11/15（土）   
　　石狩市総合型地域スポーツクラブ
　　ミニ運動会
　綱引き、玉入れなどどなたでも参加でき
ます。 
時間　10時～12時    
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
講師　（一社）アクト・スポーツプロジェクト
インストラクター 
持ち物　室内履き、タオル、飲み物 
定員　40人 
費用　会員無料、ビジター100円 
申込方法　11/14（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162･8162

11/15（土）   
第5回医療公開講座「転倒予防教室」
　もうすぐツルツル路面の冬が来ます。一
緒に転倒予防のエクササイズをしません
か？ 雪道の歩き方指導も行います。この
冬は転倒ゼロで乗り切りましょう！
時間　14時～15時30分    
定員　20人（申込順） 
費用　無料 
場所・問合せ　花川整形外科医院（花川南
3･4）173･1881
   http://www3.ocn.ne.jp/̃hanasei/

11/22（土） 
まちづくり講演会
　少子高齢が進み、地域に住み続けるこ
とに不安を持つ人たちが増えています。生
活支援の仕組みをつくり、悩み解決に立ち
上がった実例の話を聞いてみませんか？ 
時間　14時～16時
場所　花川北コミセン（花川北3･2） 
講師　白老町 NPO法人御用聞きわらび 星 貢氏 
定員　30人（申込順） 
費用　100円（資料代） 
申込方法　電話申込 
問合せ　市民活動情報センター「ぽぽらーと」
177･7070　※火～土曜10時～18時

11/22（土） 
ガーデニング講習会
内容　「洋風葉ボタンの寄せ植え」実習。
年末年始のおもてなしの一鉢（横30㎝、
奥行き20㎝、高さ30㎝程度の持ち手付カ
ゴ）。初心者の方もどうぞ 
時間　14時～16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
持ち物　エプロン、手袋、花はさみ
定員　8人
費用　講習費1,200円、教材費一式3,500円
申込方法　11/10（月）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 


