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  9/21（木）
浜益温泉入浴送迎
　高齢者の健康増進と温泉の利用促進を
目的に、浜益温泉までバスを運行します。
対象　70歳以上の市民（厚田区、浜益区の
方を除く）
時間　9時～17時
場所　浜益温泉（浜益区実田254･4）
持ち物　タオルなど
定員　42人（申込多数時抽選）
費用　入浴料金250円
そのほか　乗車時間などは後日お知らせ 
申込期間　8/1（火）～7（月）
申込・問合せ　高齢者支援課
☎72･7014

  
石狩ハイスタンプ会
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で、無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時　8/7（月）10時～
定員　5人（1人１枚、先着順）
【お盆お楽しみ企画】
　期間中、新聞折込チラシについている
600円シールを満貼台紙に貼って加盟店で
利用すると、通常500円が600円となりま
す（加盟店での利用のみ）　※チラシは事務
局でも入手可。1人1枚（営業時間内)。
期間　8/1（火）～5（土）
【共通事項】
場所・問合せ　石狩ハイスタンプ会事務局（花
川南2･2）　☎72･4575　※平日10時～16時

祝 石狩市スポーツ健康都市宣言20周年
石狩市民体育大会 夏季・秋季大会
【水泳】
日程　8/27(日)
種別　50ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフ
ライ、100ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフ
ライ、個人メドレー、混合メドレーリレー、混
合フリーリレー ※全て男女年齢別
場所　市民プール　申込期限　8/12(土)
申込・問合せ　白岩さん　
☎090･9523･7126
【ボート】
日程　9/2(土)
種別　ナックルフォアまたはナックルスカル
場所　茨戸川漕艇場　申込期限　8/27(日) 
申込・問合せ　宮出さん
 ☎090･2050･3899　 72･3899
【ソフトテニス】
日程　①8/26(土)　②9/10(日)
種別　①中学生　②一般
場所　①青葉公園　②紅葉山公園　
申込期限　①8/11(金・祝)　②9/5(火)　
申込・問合せ　斉藤さん　☎72･3173　
【弓道】
日程　9/10(日)
種別　競射12射、点取り8射、金的
場所　石狩市弓道場（花川北中敷地内）
申込期限　8/27(日)
申込・問合せ　青木さん　
☎090･2870･6882

【軟式野球】
日程　9/10～10月末の毎週日曜　
※9/17を除く
種別　一般　
場所　青葉球場、紅葉山球場ほか
申込期限　8/28(月)
申込・問合せ　新井田さん（市水道施設課）
☎090･2816･8751　 75･2273/9（水）
【サッカー】
日程　9/10(日)　　種別　一般　
場所　スポーツ広場
申込期限　9/1(金)
申込・問合せ　草島さん
☎64･1220 　 64･1222 8/11（金･祝）
【ソフトボール】
日程　10/1(日)
種別　一般男子、壮年男子
場所　スポーツ広場
申込期限　9/22(金)
申込・問合せ　内川さん
☎090･1647･2148 　72･12807（木）
【ゲートボール】
日程　9/16(土)　　種別　一般　
場所　スポーツ広場
申込期限　9/9(土)
申込・問合せ　小林さん　☎73･6212   
【ゴルフ】
日程　10/1(日)
種別　18Hストロークプレイ（新・新ペリア方式） 
場所　シャトレーゼＣ.Ｃ　マサリカップ
申込期限　9/24(日)
申込・問合せ　糟谷さん　
☎64･1220　 64･1222
【バレーボール】
日程　9/10(日)
種別　9人制一般女子４号球
場所　花川小学校
申込期限　9/5(火)
申込・問合せ　寺島さん
☎64･0056　 ☎080･1876･5139　

【パークゴルフ】
日程　9/24(日)
種別　男女混合団体戦　 
場所　緑苑台パークゴルフ場
申込期限　9/16(土)
申込・問合せ　沢口さん　☎　 74･0804
【登山】
日程　10/28（土）
種別　一般（登山愛好者）　 
場所　黄金山
申込期限　10/20（金）
申込・問合せ　草島さん　
☎ 64･1220 　64･1222
　 kogane.mountain@gmail.com　
【剣道】
日程　9/10(日)
種別　9級以下の部、7・8級の部、5・6級の部、
3・4級の部、1・2級の部、一般東西対抗の部
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　8/17(木)
申込・問合せ　滝田さん　
☎ 090･7518･3027
【テニス】
日程　9/10(日)
種別　男子・女子各ダブルス、男子・女子各
60歳以上ダブルス　 
場所　サン・ビレッジいしかり
申込期限　9/3(日)
申込・問合せ　渡辺さん　
☎ 090･3779･0249
【バウンドテニス】
日程　9/23(土・祝)
種別　ダブルス団体戦　 
場所　花川南コミセン
申込期限　9/8(金)
申込・問合せ　中川さん　
☎ 090･2811･6277

【バドミントン】
日程　9/24(日)
種別　一般　 
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/15(金)
申込・問合せ　盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp
【卓球】
日程　9/18(月・祝)
種別　男子シングルスA・Bクラス別、男子
ダブルスA・Bクラス別、女子シングルスA・B・
Cクラス別、女子ダブルスA・B・Cクラス別
場所　花川南コミセン
申込期限　9/6(水)
申込・問合せ　川又さん　
☎76･2255　 76･2277
【バスケットボール】
日程　10/8（日）･9（月･祝）･14（土）･15
（日）･21（土）･22（日）
種別　一般男子・女子　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/8(金)
申込・問合せ　池内さん
　http://www.ishikari-baske.sakura.ne.jp/
　kanri@ishikari-baske.sakura.ne.jp
【柔道】
日程　11/12(日)
種別　小学男女1・2年生、小学男女3・4年
生、小学男女5・6年生、中学男子・女子、一
般男子・女子　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　10/19(木)
申込・問合せ　阿部さん　☎　72･2207
【スポンジテニス】
日程　10/1(日)
種別　混合ダブルス、女子ダブルス、団体戦
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/22(金)
申込・問合せ　中村さん　☎　 74･8188

  9/3（日）
第7回石狩追分･浜益道中唄　全国大会
　日本各地より石狩市に集まり、200人が熱
唱し名人位を競います。アトラクションでゲス
ト歌手･津軽三味線･舞踊も。
時間　10時～18時
費用　前売券1,500円　当日券2,000円
場所・問合せ　花川北コミセン（花川北3･2） 
☎74･6525

  9/7（木）～11/30（木）※週2回
パワーリハビリ事業
　筋力トレーニングマシンを使用した筋力
強化やバランス訓練、ストレッチ体操などを
実施します（全24回）。 
対象　要介護（支援）認定を受けていない
65歳以上の足腰が弱くなって長く歩けな
くなったり転んでしまった方、転倒が怖くて
外出を控えている方など
時間　10時～11時30分
場所　りんくる（花川北6･1）
定員　12人（申込順）　　費用　2,000円
そのほか　健康状態などにより参加でき
ない場合があります
申込期限　8/10（木）
申込・問合せ　高齢者支援課　
☎72･7017

  9/11（月）
消費生活センターバス研修
　東洋水産北海道工場や雪印メグミルク
酪農と乳の歴史館の見学を通して、消費生
活相談員と身近な暮らしの問題について
一緒に考え、賢い消費者になりましょう。 
対象　一般 　
時間　10時45分～16時40分 
集合場所　市役所（花川北6･1）
定員　30人　　費用　無料
そのほか　昼食は佐藤水産サーモンファク
トリー店レストランで各自実費負担
申込期限　9/4（月）
申込・問合せ　広聴･市民生活課
☎72･3191
　 
   ①9/19（火）　②9/26（火）

いしかり市民カレッジ　主催講座10
石狩の農業はどう変わってきたか

内容　①生振地区の農業のあゆみと石狩
市農業の新しい取り組み
②フィールドワーク･代表的な作物生産に
取り組む農家を訪ねて
時間　①10時30分～12時　②9時～12時30分
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　元石狩市農業委員会委員　吉田 隆義氏 
持ち物　筆記用具
定員　45人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用　受講料1,000円、カレッジ生800円
（全2回分）
申込期限　9/5（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）　☎74･2249
※平日9時～17時

  8/29（火）～9/3（日） 
第4回トリム･フォトクラブ写真展
時間　10時～17時（初日11時～、最終日
16時まで）
場所　市民図書館（花川北7･1）
問合せ　山崎さん　☎74･5263 

  8/30（水） 
フッ素と虫歯
　フッ素の健康影響とフッ化物洗口につい
て学習します。
時間　10時～11時30分　費用　無料
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　フッ素問題全国連絡会事務局　
堀 弘子氏
問合せ　子どもたちのフッ化物洗口を考え
る会　糟谷さん　☎080･4505･7907

  8/30（水）、9/20（水）
平成29年度NPO法人石狩市文化協会主催文化講座
石狩河口橋音頭を踊ろう
　先人の思い叶った夢の橋、石狩河口橋音
頭を踊ってみませんか。
対象　成人  
時間　13時～15時  
場所　学び交流センター（花川北3･3）
講師　泉流師範　NPO法人石狩市文化
協会会長　泉恵千翔先生
定員　20人　費用　無料
申込期限　8/28（月）
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会
事務局　☎　75･1288　

  8/31（木）
アートウォームカフェ　ほわぽわまつり
　広いホールであそびのコーナー、オ

ペラ歌手による子どもの歌など。お菓子の
種類もたくさん！　※申込不要　
時間　10時30分～14時
場所　アートウォーム（花畔1･1･56）
そのほか　来店時は飲み物の注文をお願
いします
問合せ　宮田さん　☎090･8636･2004

  9/3（日）
望来海岸不思議発見ツアー
　望来海岸を歩き、赤いハマナスの

実やウンランなどの植物、石油湧出地など
を観察しながら歩きます。　　
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
時間　9時～15時　※バス移動
集合場所　市役所駐車場（花川北6･1）
持ち物　昼食、飲み物、歩きやすい服装
定員　30人
費用　300円、中学生以下100円 
主催　いしかり海辺ファンクラブ　　
申込期限　8/31（木）
共催・申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター　☎60･6107
　iufc.office@gmail.com
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  9/21（木）
浜益温泉入浴送迎
　高齢者の健康増進と温泉の利用促進を
目的に、浜益温泉までバスを運行します。
対象　70歳以上の市民（厚田区、浜益区の
方を除く）
時間　9時～17時
場所　浜益温泉（浜益区実田254･4）
持ち物　タオルなど
定員　42人（申込多数時抽選）
費用　入浴料金250円
そのほか　乗車時間などは後日お知らせ 
申込期間　8/1（火）～7（月）
申込・問合せ　高齢者支援課
☎72･7014

  
石狩ハイスタンプ会
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で、無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時　8/7（月）10時～
定員　5人（1人１枚、先着順）
【お盆お楽しみ企画】
　期間中、新聞折込チラシについている
600円シールを満貼台紙に貼って加盟店で
利用すると、通常500円が600円となりま
す（加盟店での利用のみ）　※チラシは事務
局でも入手可。1人1枚（営業時間内)。
期間　8/1（火）～5（土）
【共通事項】
場所・問合せ　石狩ハイスタンプ会事務局（花
川南2･2）　☎72･4575　※平日10時～16時

祝 石狩市スポーツ健康都市宣言20周年
石狩市民体育大会 夏季・秋季大会
【水泳】
日程　8/27(日)
種別　50ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフ
ライ、100ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフ
ライ、個人メドレー、混合メドレーリレー、混
合フリーリレー ※全て男女年齢別
場所　市民プール　申込期限　8/12(土)
申込・問合せ　白岩さん　
☎090･9523･7126
【ボート】
日程　9/2(土)
種別　ナックルフォアまたはナックルスカル
場所　茨戸川漕艇場　申込期限　8/27(日) 
申込・問合せ　宮出さん
 ☎090･2050･3899　 72･3899
【ソフトテニス】
日程　①8/26(土)　②9/10(日)
種別　①中学生　②一般
場所　①青葉公園　②紅葉山公園　
申込期限　①8/11(金・祝)　②9/5(火)　
申込・問合せ　斉藤さん　☎72･3173　
【弓道】
日程　9/10(日)
種別　競射12射、点取り8射、金的
場所　石狩市弓道場（花川北中敷地内）
申込期限　8/27(日)
申込・問合せ　青木さん　
☎090･2870･6882

【軟式野球】
日程　9/10～10月末の毎週日曜　
※9/17を除く
種別　一般　
場所　青葉球場、紅葉山球場ほか
申込期限　8/28(月)
申込・問合せ　新井田さん（市水道施設課）
☎090･2816･8751　 75･2273/9（水）
【サッカー】
日程　9/10(日)　　種別　一般　
場所　スポーツ広場
申込期限　9/1(金)
申込・問合せ　草島さん
☎64･1220 　 64･1222 8/11（金･祝）
【ソフトボール】
日程　10/1(日)
種別　一般男子、壮年男子
場所　スポーツ広場
申込期限　9/22(金)
申込・問合せ　内川さん
☎090･1647･2148 　72･12807（木）
【ゲートボール】
日程　9/16(土)　　種別　一般　
場所　スポーツ広場
申込期限　9/9(土)
申込・問合せ　小林さん　☎73･6212   
【ゴルフ】
日程　10/1(日)
種別　18Hストロークプレイ（新・新ペリア方式） 
場所　シャトレーゼＣ.Ｃ　マサリカップ
申込期限　9/24(日)
申込・問合せ　糟谷さん　
☎64･1220　 64･1222
【バレーボール】
日程　9/10(日)
種別　9人制一般女子４号球
場所　花川小学校
申込期限　9/5(火)
申込・問合せ　寺島さん
☎64･0056　 ☎080･1876･5139　

【パークゴルフ】
日程　9/24(日)
種別　男女混合団体戦　 
場所　緑苑台パークゴルフ場
申込期限　9/16(土)
申込・問合せ　沢口さん　☎　 74･0804
【登山】
日程　10/28（土）
種別　一般（登山愛好者）　 
場所　黄金山
申込期限　10/20（金）
申込・問合せ　草島さん　
☎ 64･1220 　64･1222
　 kogane.mountain@gmail.com　
【剣道】
日程　9/10(日)
種別　9級以下の部、7・8級の部、5・6級の部、
3・4級の部、1・2級の部、一般東西対抗の部
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　8/17(木)
申込・問合せ　滝田さん　
☎ 090･7518･3027
【テニス】
日程　9/10(日)
種別　男子・女子各ダブルス、男子・女子各
60歳以上ダブルス　 
場所　サン・ビレッジいしかり
申込期限　9/3(日)
申込・問合せ　渡辺さん　
☎ 090･3779･0249
【バウンドテニス】
日程　9/23(土・祝)
種別　ダブルス団体戦　 
場所　花川南コミセン
申込期限　9/8(金)
申込・問合せ　中川さん　
☎ 090･2811･6277

【バドミントン】
日程　9/24(日)
種別　一般　 
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/15(金)
申込・問合せ　盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp
【卓球】
日程　9/18(月・祝)
種別　男子シングルスA・Bクラス別、男子
ダブルスA・Bクラス別、女子シングルスA・B・
Cクラス別、女子ダブルスA・B・Cクラス別
場所　花川南コミセン
申込期限　9/6(水)
申込・問合せ　川又さん　
☎76･2255　 76･2277
【バスケットボール】
日程　10/8（日）･9（月･祝）･14（土）･15
（日）･21（土）･22（日）
種別　一般男子・女子　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/8(金)
申込・問合せ　池内さん
　http://www.ishikari-baske.sakura.ne.jp/
　kanri@ishikari-baske.sakura.ne.jp
【柔道】
日程　11/12(日)
種別　小学男女1・2年生、小学男女3・4年
生、小学男女5・6年生、中学男子・女子、一
般男子・女子　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　10/19(木)
申込・問合せ　阿部さん　☎　72･2207
【スポンジテニス】
日程　10/1(日)
種別　混合ダブルス、女子ダブルス、団体戦
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/22(金)
申込・問合せ　中村さん　☎　 74･8188

  9/3（日）
第7回石狩追分･浜益道中唄　全国大会
　日本各地より石狩市に集まり、200人が熱
唱し名人位を競います。アトラクションでゲス
ト歌手･津軽三味線･舞踊も。
時間　10時～18時
費用　前売券1,500円　当日券2,000円
場所・問合せ　花川北コミセン（花川北3･2） 
☎74･6525

  9/7（木）～11/30（木）※週2回
パワーリハビリ事業
　筋力トレーニングマシンを使用した筋力
強化やバランス訓練、ストレッチ体操などを
実施します（全24回）。 
対象　要介護（支援）認定を受けていない
65歳以上の足腰が弱くなって長く歩けな
くなったり転んでしまった方、転倒が怖くて
外出を控えている方など
時間　10時～11時30分
場所　りんくる（花川北6･1）
定員　12人（申込順）　　費用　2,000円
そのほか　健康状態などにより参加でき
ない場合があります
申込期限　8/10（木）
申込・問合せ　高齢者支援課　
☎72･7017

  9/11（月）
消費生活センターバス研修
　東洋水産北海道工場や雪印メグミルク
酪農と乳の歴史館の見学を通して、消費生
活相談員と身近な暮らしの問題について
一緒に考え、賢い消費者になりましょう。 
対象　一般 　
時間　10時45分～16時40分 
集合場所　市役所（花川北6･1）
定員　30人　　費用　無料
そのほか　昼食は佐藤水産サーモンファク
トリー店レストランで各自実費負担
申込期限　9/4（月）
申込・問合せ　広聴･市民生活課
☎72･3191
　 
   ①9/19（火）　②9/26（火）

いしかり市民カレッジ　主催講座10
石狩の農業はどう変わってきたか

内容　①生振地区の農業のあゆみと石狩
市農業の新しい取り組み
②フィールドワーク･代表的な作物生産に
取り組む農家を訪ねて
時間　①10時30分～12時　②9時～12時30分
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　元石狩市農業委員会委員　吉田 隆義氏 
持ち物　筆記用具
定員　45人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用　受講料1,000円、カレッジ生800円
（全2回分）
申込期限　9/5（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）　☎74･2249
※平日9時～17時

  8/29（火）～9/3（日） 
第4回トリム･フォトクラブ写真展
時間　10時～17時（初日11時～、最終日
16時まで）
場所　市民図書館（花川北7･1）
問合せ　山崎さん　☎74･5263 

  8/30（水） 
フッ素と虫歯
　フッ素の健康影響とフッ化物洗口につい
て学習します。
時間　10時～11時30分　費用　無料
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　フッ素問題全国連絡会事務局　
堀 弘子氏
問合せ　子どもたちのフッ化物洗口を考え
る会　糟谷さん　☎080･4505･7907

  8/30（水）、9/20（水）
平成29年度NPO法人石狩市文化協会主催文化講座
石狩河口橋音頭を踊ろう
　先人の思い叶った夢の橋、石狩河口橋音
頭を踊ってみませんか。
対象　成人  
時間　13時～15時  
場所　学び交流センター（花川北3･3）
講師　泉流師範　NPO法人石狩市文化
協会会長　泉恵千翔先生
定員　20人　費用　無料
申込期限　8/28（月）
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会
事務局　☎　75･1288　

  8/31（木）
アートウォームカフェ　ほわぽわまつり
　広いホールであそびのコーナー、オ

ペラ歌手による子どもの歌など。お菓子の
種類もたくさん！　※申込不要　
時間　10時30分～14時
場所　アートウォーム（花畔1･1･56）
そのほか　来店時は飲み物の注文をお願
いします
問合せ　宮田さん　☎090･8636･2004

  9/3（日）
望来海岸不思議発見ツアー
　望来海岸を歩き、赤いハマナスの

実やウンランなどの植物、石油湧出地など
を観察しながら歩きます。　　
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
時間　9時～15時　※バス移動
集合場所　市役所駐車場（花川北6･1）
持ち物　昼食、飲み物、歩きやすい服装
定員　30人
費用　300円、中学生以下100円 
主催　いしかり海辺ファンクラブ　　
申込期限　8/31（木）
共催・申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター　☎60･6107
　iufc.office@gmail.com
　

はまなす国体記念石狩市スポーツ広場で
開催される各種大会を
お知らせします。

8/6（日）
第39回会長旗争奪
ソフトボール大会 

8/20（日）
第39回秋季ソフトボール大会

8/26（土）･27（日）
平成29年度高体連札幌支部
ソフトボール新人大会兼
第36回北海道高等学校
ソフトボール大会札幌支部予選会兼
第36回全国高等学校
ソフトボール選抜大会札幌支部予選会

場所　スポーツ広場（花畔337･3）
問合せ　スポーツ健康課 ☎72･6123

チャレンジクラブチャレンジクラブ
対象　小学1年生～3年生　　講師　（公財）石狩市体育協会 加盟団体指導員 
持ち物　室内用運動靴･屋外用運動靴など実施種目による　　費用　1人1,000円
定員　30人（申込多数時抽選）　　そのほか　抽選後のキャンセルは参加料を徴収します
申込方法　所定の申込用紙に必要事項を記載し、8/28（月）までに
 　　　　  必ず石狩市体育協会事務所へ持参
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会（花畔337･4 B&G海洋センター内） ☎64･1220

※B&G海洋センター、スポーツ広場（花畔337・3）、サン･ビレッジいしかり（新港中央1・701）

専門講師の指導のもと、さまざまなスポーツにチャレンジして
自分に合ったスポーツを見つけよう！

日程 内容 場所
9/11（月）

9/14（木）･21（木）
9/28（木）

10/12（木）・26（木）
11/10（金）
11/24（金）
12/2（土）
12/6（水）

16時～20時
16時～17時30分
16時～17時30分
17時～19時
16時30分～17時30分
18時～19時30分
10時～12時
16時～17時30分

開会式･体力測定
テニス
サッカー
ソフトボール
パークゴルフ
軟式野球
軟式野球
サッカー

B&G海洋センター
サン･ビレッジいしかり
サン･ビレッジいしかり
スポーツ広場
サン･ビレッジいしかり
サン･ビレッジいしかり
サン･ビレッジいしかり
B&G海洋センター
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