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11/1（日）～3（火･祝） 
第28回いしかり菊花展 
内容・時間　「展示」：大菊部門6部門、小菊
部門7部門（合計約800鉢）9時30分～17時
「お茶席」：表千家（1･2日）、遠州流（3日）
10時～ 15時
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
問合せ　 同展実行委員会　事務局長
瀬野さん174･0229

11/4（水） 
11月のロビーコンサート
ふれあいコンサート“喜びを歌にして”
　唱歌やアニメソング、思い出の曲などを
美しいハーモニーで披露します。 
時間　12時30分～12時50分 
場所　市役所1階ロビー（花川北6・1）
出演　女声コーラス　いしかりエコー（代
表　鷲尾 道子氏）
問合せ　社会教育課172・3173　      

①11/5（木） ②11/13（金） ③11/17（火）
カローリング教室

　　   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）　②③B＆G海洋センター（花畔337･4） 
講師　石狩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 
申込期限　各回開催の2日前まで 
申込・問合せ　スポーツ健康課172･6123 

11/6（金） 
第26回石狩市社会福祉大会 
内容　①式典「石狩市社会福祉協議会会
長顕彰」　②講演「これからの福祉のゆく
え！」～求められる地域のつながり～ 
時間　13時30分～ 
場所　りんくる（花川北6・1） 
講師　淑徳大学 総合福祉学部社会福祉学科
教授　結城 康博氏 
申込・問合せ　（福）石狩市社会福祉協議
会地域福祉課172・8184 　  

11/8（日）
第16回石狩福祉芸能チャリティ
　各流派15団体が日本舞踊（出演者130
余人）を披露。喫茶、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（開場9時30分）
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  

11/8（日）
いしかり食と農の未来づくりフェスタ
　石狩市農業を取り巻く環境の変化や課
題、連携・地域交流からの可能性について
語るセミナーと、落花生料理などの試食会
もある交流会を開催。
対象　石狩の農業に興味のある方 
時間　13時～16時30分
場所　市民プール（花川北3･2） 
講師　池田食品㈱代表取締役　池田 光司
氏、JAいしかり営農部長　大江 徹氏ほか
定員  100人程度 
費用　500円（お土産付き） 
申込方法　11/4（水）までに氏名（フリガ
ナ）、年齢、電話番号、住所を下記へ 
申込・問合せ　いしかり食と農の未来づく
り推進委員会事務局（農政課内）
172･3164　572･3540　
　nosei@city.ishikari.hokkaido.jp 

11/9（月） 

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
　正しいノルディックウォーキングの姿勢
やポールのつき方を学び、りんくる周辺約
2kmをウオーキングします。 
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、雨具、歩きやすい靴・
服装、飲み物、ポイントカード、マイポール
のある方は持参 
定員　40人（申込順） 　　費用　無料 
そのほか　ウオーキングポール無料貸し
出しあり
申込期限　11/5（木） 
申込・問合せ　スポーツ健康課172･6123 

11/10（火） 
厚田が目指す将来の姿：ともに考え
行動する地域の取り組み　
藤女子大学人間生活学部公開講座
　厚田の住民が協力し、地域課題の解決
策を考えてきた経緯と現在の取り組みを、
大学教員と議論しながら紹介します。
対象　市民　※申込不要 
時間　18時～20時 
場所　藤女子大学花川校舎453教室（花
川南4・5） 
講師　厚田区地域協議会 会長　佐藤 勝彦
氏ほか厚田の皆さん  
定員　50人　　費用　無料 
そのほか　駐車場あり
問合せ　藤女子大学（代表）174・3111

11/11（水）・20（金） 
パッチワーク講座（小物作り） 
時間　9時～12時 
定員　各5人（申込順）
費用　500円 
申込期間　11/4（水）9時～ 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新
港南1・22）164・3196　※月曜・祝日休館 

11/12（木） 
石狩市民カローリング大会 in 浜益

　　   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
定員　16チーム（各チーム3～5人まで選
手登録可） 
費用　1,000円 
申込方法　11/5（木）までに所定の申込
用紙に記入し下記へファクス 
申込・問合せ　スポーツ健康課
172・6123　572・1165 

11/12（木）・26（木） 
ふまねっと健康教室
　床に敷いた50cm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　 　　 　  

11/12（木）
ＤＶＤ上映会
「チェルノブイリ28年目の子どもたち　
低線量長期被曝の現場から」
時間　①13時～14時20分　②15時15分
～16時35分　③18時30分～19時50分
場所　花川北コミセン（花川北3・2）
費用　300円（①のみ託児あり1人200円）
そのほか　託児のみ11/7（土）まで要申込
申込・問合せ　いしかり苺の会　柿崎さん
1574・6330

11/12（木）
名作を楽しむ会（DVD上映会）
「プロフェッショナル仕事の流儀　心臓外科
医 天野篤の仕事」
時間　13時～13時50分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172・2000  
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11/12（木）～14（土） 
包丁とぎ講座
　家庭で切れなくなった包丁を自分で研
ぎ、リサイクルしましょう。 
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 
申込期間　11/4（水）9時～ 
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新
港南1・22）164・3196　※月曜・祝日休館

11/14（土） 
第7回 医療公開講座
「転倒予防教室パート2」
　バランスアップ訓練と昨年好評のスクエアステッ
プ（転倒予防・認知機能向上に効果的）を行います。 
時間　14時～15時30分 
定員　20人（申込順）　　費用　無料 
場所・申込・問合せ　花川整形外科医院
（花川南3･4）173･1881 

11/14（土） 
第20回石狩はまなす館
チャリティコンサート 
時間　13時30分～（開場13時） 
費用　700円（お土産付き）、小学生以下無料 
そのほか　同日バザーも開催、喫茶室・駐
車場もあり 
場所・問合せ　熊谷病院（花川南7・5）　
173・5201   

①11/17（火） ②11/19（木）   
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　　費用　400円     
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 
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 
※平日昼間以外は西村さん1011・691･
4360、高木さん1011・691･3273 

11/17（火） 
北海道盲導犬協会見学会 
　北海道盲導犬協会（札幌市南区南30西8）を見
学し、盲人用卓球やパソコンなどを体験します。 
対象　市民（視覚障がい者の方優先） 
時間　9時～15時30分
集合場所　8時50分に、りんくる（花川北6･1）
定員　20人（申込順） 
費用　1,000円（昼食弁当付き） 
申込方法　11/6（金）までに電話、ファクス
申込・問合せ　石狩市視覚障がい者協会
瞳会　三島さん1574･2039

11/18（水） 
モメない遺言・相続（無料法務講座）
時間　13時～14時30分 　※申込不要 
場所　りんくる（花川北6・1） 
定員　当日先着15人 
問合せ　行政書士池田法務事務所
池田さん172･3558　

11/18（水） 
いしかり市民カレッジ　平成28年度
まちの先生説明会 

あなたも「まちの先生」にチャレンジ！
　「まちの先生企画講座」は、市民が知識
や経験、技術を生かし、講師となって企画
運営するものです。講座開催の経験がな
い方でも、市民カレッジのスタッフがサ
ポートします。 
時間　13時30分～15時30分 
場所　市公民館（花川北6・1） 
申込期限　11/11（水） 
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）174・2249
※平日9時～17時 　 

11/18（水） 
ファミサポ出前こっこひろば

　　　就園前の親子の出会いの場にも
なっています。楽しく遊びながら会員交流
しませんか？ 当日の会員登録もできます。
内容　木のおもちゃ、おままごと、わらべ
歌遊びほか
時間　10時～12時
場所　樽川パストラル会館(樽川6・2)
問合せ　いしかりファミリー・サポート・セ
ンター172・5552　※平日9時～17時

①11/18（水） ②11/25（水） ③11/30（月）
いしかり地産地消の店バスツアー
　地元食材を使った料理や加工品を知り、
石狩の魅力を再発見します。 
コース　①鍋と海鮮丼　②和洋料理と農
業体験（籾殻取り）　③アイスバインと餃子
※詳細はお問い合わせください
時間　10時～16時　※コースにより変更あり
持ち物　②は汚れてもよい服装
定員　各10人 　　費用　2,800円 
申込方法　11/12（木）までに氏名（フリガナ）、
年齢、電話番号、住所、希望コースを下記へ 
申込・問合せ　いしかり地産地消の店推
進協議会（農政課内）
172・3164　572・3540
　nosei@city.ishikari.hokkaido.jp  

11/20（金） 
社会教育委員と共に取り組む
ワークショップ
「厚田を石狩市の宝に－石狩市民が知って
おきたい○○のこと」
　厚田区の資源や発展の可能性に関わる
活動の成果を市民全体で共有し、厚田か
ら市民として学ぶべきこと、厚田の地域づ
くりにおける社会教育の課題などについ
て一緒に考えます。 
時間　18時～20時30分 
場所　厚田保健センター（厚田区厚田45･5) 
講師　市社会教育委員の会議委員長、北
海道大学特任教授　木村 純氏 
持ち物　筆記用具 
定員　40人　　費用　無料 
申込期限　11/16（月） 
申込・問合せ　社会教育課172・3173 

11/21（土）・22（日）
子どもの権利パネル展
「守られているの？ 子どもの権利」
時間　10時～16時
場所　市民図書館（花川北7・1）
問合せ　市民ネットいしかり　
172・8161　※平日10時～15時

11/21（土）
石狩病院　市民公開講座
内容・講師　「インフルエンザについて」
薬剤師　立浪 匠子氏／「便通と大腸のお
話」副院長・消化器科医師　合田 峰千氏 
※申込不要
時間　14時～15時
場所　花川北コミセン（花川北3・2）
費用　無料
問合せ　石狩病院　地域医療連携課
174・8611

11/22（日） 
2015全道カローリング交流
大会 in いしかり

内容　36チームで各3試合を行い、１位か
ら６位まで表彰。観覧無料
時間　9時30分～15時30分 
場所　B&G海洋センター（花畔337・4）
申込・問合せ　スポーツ健康課172・6123 

11/22（日） 
えい・あい館映画上映会
「星の牧場」
　庄野英二の同名小説の映画化。高原の
牧場で働く戦争で記憶を失った男と、森に
住むジプシーたちとの交流を描く作品。
時間　13時～14時40分 
場所・問合せ　市民図書館（花川北7・1）
172・2000

①11/25（水） ②12/2（水） ③12/9（水） 
だれにでもできるマジック～マジッ
クでビックリさせて友達になろう! 

いしかり市民カレッジまちの先生企画講座４
内容　①演ずるための心得　②身近なものを
使ったマジック　③トランプを使ったマジック 
時間　10時30分～12時 
場所　市公民館（花川北6・1） 
講師　山本 治氏 
定員　20人（最少催行人数10人・申込多数
時抽選） 
費用　1,500円・カレッジ生1,200円（全3回分） 
※マジック道具ほか費用別途
申込期限　11/10（火）
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）174・2249　※平日
9時～17時
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