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場所　川下海浜施設イベント広場（浜益区川下）
内容　サケや黒毛和牛などの農畜水産物の販売、
　　　郷土芸能、ビンゴ大会、餅まき大会ほか
問合せ　浜益ふるさと祭り運営委員会
　　　　（（一社）石狩観光協会浜益事務所）
 　☎79・5700

時間 9時～15時15分
浜益ふるさと祭り
第35回9/

日17 浜益ふるさと祭り
第35回9/

日17

場所　望来コミセン（みなくる）多目的広場（厚田区望来27・7）
内容　アキアジの重さ当て、宝引き、じゃんけん大会、
　　　餅まき大会、特産物の販売、郷土芸能、輪島市ブースほか
問合せ　厚田ふるさとあきあじ祭り運営委員会
 　（石狩北商工会）☎78・2513

時間 9時～15時

三大秋祭り三大秋祭り

JR手稲駅構内の自由通路「あいくる」で、イベント紹介やあわせて立ち寄りたい
観光スポット情報などをご紹介！石狩で朝採れたての旬な野菜や石狩銘菓な
ど自慢の特産品も販売します。

9/
14時～19時
～火5 木79/ ～5 7

石狩市のゆるキャラ
「さけ太郎･さけ子」も
やって来る！

火16時～5

第44回9/23 厚田ふるさとあきあじ祭り
第44回9/23 厚田ふるさとあきあじ祭り

石狩市石狩市

手稲駅で石狩市三大秋祭りPRイベントを開催します！

浜益
「いっぺ、かだれや」
ヘルシーウォーク

2017

浜益
「いっぺ、かだれや」
ヘルシーウォーク

2017

土・祝

場所　弁天歴史通り一帯（弁天町1・1周辺）
内容　サケの掴み取り、千人鍋（石狩鍋）、
 石狩産朝獲りサケの即売会、鮭供養祭、餅まき大会、
　　　石狩鍋タイムサービス販売、ヘリコプター遊覧飛行ほか
問合せ　石狩さけまつり運営委員会（（一社）石狩観光協会）
 　☎62・4611
　　　　　  http://www.ishikari-kankou.net/

時間 9時～16時30分

HP

つか

石狩さけまつり
第54回9/

日23 24 石狩さけまつり
第54回9/

日23 24

23（土・祝）石狩さけまつり中学生参加企画!!
地元の石狩中学校の有志が本町地区をPRするステージイベントや
サケの掴み取りの実況中継を行い、まつりを盛り上げます。

土・祝
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36チームで各3試合を行い、1位から6
位まで表彰します。
対象 小学生以上の道民（小学生は保
護者同伴）
日時 11/19（日）9時20分～15時30分
場所 B&G海洋センター（花畔337･4）
持ち物 上靴
定員 36チーム（1チーム5人まで登録可）、
申込順
費用 1チーム2,000円
申込方法 申込書（市HPから入手可）を
ファクス、Eメールまたは郵送
申込期限 10/13（金）
申込・問合せ スポーツ健康課　
（〒061-3216 花川北6･1･41･1）
☎72･6123　　76･6562
     sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

「2017全道カローリング交流大会
inいしかり」参加チーム

10/21（土）･22（日）の2日間、「石狩い
きいきフェスタ2017」を開催します。健
康･福祉･介護などをテーマに、さまざ
まな催しを行います。この催しの1つ、
チャリティーフリーマーケットに参加し
てみませんか。
対象 売上の1割を実行委員会に入れ、
共同募金などへ寄付することを了承し
ていただける方
日時 10/22（日）10時～15時
場所 りんくる（花川北6･1）東側駐車場 
※屋外（雨天中止）
持ち物 敷物、テーブルなど
出店数 16店（1区画3.5m×2.5m）
費用 出店料無料
選考基準 実行委員会にて選考の上、通知
申込期間 9/1（金）～29（金） 
※平日9時～17時
申込・問合せ 石狩いきいきフェスタ実
行委員会事務局（有限会社アット内）
☎62･8100      62･8101

チャリティーフリーマーケット
出店者

募集区画 親船墓地（3区画）、花畔墓地
（4区画）
対象 ・市内在住者で、引き続き1年以上
住所を有すること
・世帯主であること
・現在、納骨するお骨があること
※１世帯につき１区画（6㎡）
費用 墓地使用料30,000円、管理料
30,900円（ともに永代）
申込方法 窓口で申し込み（後日抽選）
※申し込みには本籍地･続柄の記載さ
れている住民票、火葬･埋葬許可証また
は寺院などが発行する収蔵証明書が
必要です
申込期間 9/1（金）～15（金） ※平日のみ
申込・問合せ 環境保全課 ☎72･3240

市営墓地の空き区画
（追加募集）

【防衛医科大学校（医学科・看護学科）学生】
受付期間 9/5（火）～29（金）　
応募資格 高卒（見込み含む）21歳未満の方
試験日 医学科 一次 10/28（土）・29（日）
看護学科 一次 10/14（土）
【防衛大学校学生（一般前期）】
受付期間 9/5（火）～29（金）
応募資格 高卒（見込み含む）21歳未満の方
試験日 一次 11/4（土）・5（日）
申込･問合せ 自衛隊札幌地方協力本部
江別地域事務所 ☎011･383･8955
※平日9時～17時

防衛大学校・
防衛医科大学校学生

日時 9/16（土）開場13時  開演13時30分
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
費用 前売1,800円、高校生以下800円
当日2,000円、高校生以下1,000円
4歳以下無料（座席が必要な場合は400円）
チケット取扱 花川北・南コミセン、市民
図書館、コムステ事務局
そのほか ロビーでは影絵体験ワーク
ショップも実施します
問合せ NPO法人こども･コムステー
ション･いしかり ☎64･5640

劇団かかし座  影絵最新作！
「ふしぎな時間もしもの国で」

市内で撮影した写真を募集します。サ
イズ･枚数は自由。自宅の庭、花のある
風景、花の写真など。
写真展日程 10/12（木）～15（日）　   
場所 市民図書館（花川北7･1）
写真の申込期間 9/12（火）～10/11（水）
申込・問合せ 石狩市フラワーマスター
連絡協議会事務局（都市整備課内）　
☎72･3139

申込書 秘書広報課、各支所、市公民館 ※市ＨＰから入手可
申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、郵送、ファクス、Ｅメール
のいずれか ※宛先は裏表紙をご覧ください

大人の水泳教室（10・11月実施分）

ナイト初心者コース

ナイト水中運動コース

10/2～11/27の毎週月曜
（全8回） 19時30分～20時30分　 

19時30分～20時30分

6,560円

初心者コース 10/4～11/29の毎週水曜
（全9回） 9時30分～10時30分 7,380円

6,560円

※10/9を除く

10/5～11/30の毎週木曜
（全8回）※11/23を除く

大人初級者コース 9時30分～10時30分 5,740円10/6～11/24の毎週金曜
（全7回）※11/3を除く 

第14回小さな写真展の写真

今月は、新規の抽選募集はありません。
※8月以前に公募し応募の無かった住
宅は随時先着募集しています。詳細は
お問い合わせください
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

市営・単身者住宅入居者

会員募集
【フレッシュアップサークル】
内容 健康増進
日時 毎週木曜13時30分～15時
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月1,500円 
申込・問合せ 山本さん ☎　 74･0193

定員 10 人（申込順） ※最少開講人数3 人
申込方法  9/1（金）～26（火）に費用、印鑑を持参し申し込み
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3･2） ☎74･6611 　　  

FAX

FAX

FAX

募 集募 集募 集

11月号の原稿締切日は
9/30㈯までです

必ず連絡先を明記してく
ださい。「会員募集」は申
込順、掲載は年1回です。

コース名 日　程 時　間 費　用


