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  9/24（日）
第2回音楽ひろば石狩コンサート
　幅広い世代の市民の皆さんに楽しんで
もらえるプログラムです！
内容　声楽･ヴァイオリン･ピアノアンサンブ
ル、ケーナ演奏、ラップ奏法ギター演奏、合唱
時間　開場13時30分　開演14時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
費用　500円、中学生以下無料
問合せ　岡野さん　☎080･6065･4335

  9/27（水）
9月のロビーコンサート
皆さんで楽しく歌を歌いましょう
　童謡、唱歌、懐メロ、歌謡曲など、会場の
皆さんと一緒に唄うコンサートです。 
時間　12時30分～12時50分 　
場所　市役所ロビー（花川北6･1）
出演　楽しく歌を唄いましょう（代表 工藤 
若穂氏）
問合せ　社会教育課　☎72･3173

  9/27（水）
公開講演会
「子どもの”うつ”と”発達障がい”」
対象　市民　 場所　りんくる（花川北6･1） 
時間　18時～19時30分（開場17時30分）
講師　北海道大学大学院　保健科学研究院
教授　傳田 健三氏
持ち物　必要な方のみ筆記用具
定員　120人　　費用　無料
申込方法　申込書（　http : / /www.
counseling.or.jpより入手可）をファクスま
たは郵送 
申込期限　9/22（金）
申込・問合せ　（公社）北海道家庭生活総合
カウンセリングセンター（〒060-0002　札
幌市中央区北2西7 かでる2･7）　
☎011･251･6408　  011･271･5068

  9/27（水）
熊谷病院市民講演会
「家族が認知症になったら」
　認知症に関する講演会です。終了後、個
別相談･質問もお受けします。※申込不要。
当日直接会場へお越しください
対象　認知症に関心のある市民、高齢者
施設などの職員の方
時間　14時～15時30分（開場13時30分）
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　医療法人悠気会 熊谷病院 院長
湯浅 芳樹氏 
定員　150人　　費用　無料
問合せ　熊谷病院　☎73･5201 

  9/27（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　樽川南第1会館（樽川8･2）
講師　フッ素問題全国連絡会事務局 
堀 弘子氏
問合せ　子ども達のフッ化物洗口を考える
会　糟谷さん　☎080･4505･7907

  9/28（木）
厚田学･浜益学講座　
第4回「望来･聚富の生産者めぐり」
　秋の厚田区、望来や聚富の生産者をめ
ぐるほか、意外な旧家のルーツなど、新た
な発見をしてみませんか。昼食には厚田名
物の望来丼を味わいます。市民対象。
時間　9時10分～12時50分
場所　厚田区（望来･聚富地区ほか）
※市役所・浜益方面からそれぞれ送迎バスあり 
講師　石狩市郷土研究会会長 村山 耀一氏ほか 
持ち物　外を歩きやすい服装、靴
定員　20人（申込多数時抽選）
費用　無料（昼食代別途）
申込期間　9/1（金）～19（火）
※メール・ファクスの場合、連絡先を明記 
申込・問合せ　厚田生涯学習課
☎78･2250　　78･1034
　a-syougai@city.ishikari.hokkaido.jp
浜益生涯学習課　
☎79･2114　　79･2350
　h-syougai@city.ishikari.hokkaido.jp

  9/28（木）
見て さわって 考えよう！ エコ体験ツアー
　ごみとリサイクルの現場を見学し、ごみ
の減量化について考えてみませんか？ 
対象　市内在住･通勤者　
時間　9時30分～16時（予定）　※バス移動
場所　リサイクルプラザ（新港南1･22）ほか
持ち物　昼食、飲み物、筆記用具 
定員　30人（申込順）　
費用　100円（保険料）
申込期間　9/1（金）～20（水）
申込・問合せ　いしかり･ごみへらし隊事務
局（ごみ･リサイクル課内）　☎72･3126 

  ①9/30（土）　②9/26（火）～30（土）
2017年度
「絵で伝えよう！ わたしの町のたからもの」
　石狩市の小学校から素晴らしい力作が
集まりました！ その努力をたたえて受賞式
を行います。ぜひご覧ください。
内容　①受賞式　②絵画展  
時間　①11時～12時　②最終日16時まで 
場所　市民図書館（花川北7･1）
問合せ　石狩ユネスコ協会　林さん　
☎74･5356 

  9/30（土）
体験講座 サケ切身
骨格標本をつくる

　食卓でおなじみのサ
ケの切身から生命の進
化が見える！？ 切身を処
理してラベルを付ければ、立派な部分骨格
標本が出来上がります。
対象　小学4年生～大人　時間　12時～17時 
持ち物　サケ切身（調理して食べられる状
態のもの）
定員　10人（申込順）　　費用　無料
申込期間　9/1（金）～27（水）
場所・申込・問合せ　いしかり砂丘の風資
料館（弁天町30･4）　☎62･3711 

  10/1（日）
石狩産落花生の不思議を体験しましょう！
　落花生の収穫を体験して、ぜひご自宅で
ゆでたて落花生を味わってください。個人･
親子･友人で1組の申し込みも可。
時間　10時～11時30分　
場所　須藤農園（北生振544･15）
持ち物　落花生を入れるビニール袋、軍手
やゴム手袋、長靴　　定員　30組
費用　1組3,000円（お持ち帰り落花生･資
料代）　　
申込期限　9/28（木）
申込･問合せ　石狩落花生研究会
☎070･5285･2722　※火～土曜10時～18時

  10/1（日）　※荒天中止 
石狩いきいきウオーキング in 浜益
　幌会館からきむら果樹園
までのウオーキング（往復約
5km）と、きむら果樹園でナ
シの収穫体験、ウオーキング
後は浜益温泉でゆっくり！
対象　市民（小学生以下は保護者同伴）　
時間　8時30分～15時30分 
集合場所　市役所（花川北6･1）　
※会場までバス送迎あり
持ち物　歩きやすい靴･服装、タオル、飲み
物、帽子、ポイントカード ※ポイントカード
がない方は、受け付け時に交付します 
定員　40人（申込順）
費用　1,500円 ※収穫体験料と弁当代
温泉入浴料は別途450円（小学生、70歳以
上の方は220円）　  
申込期限　9/20（水） 
申込・問合せ　スポーツ健康課　☎72･6123

  10/4（水）
いしかり食と農のカレッジ  
第3回うかたま
「郷土料理ジーマミ豆腐&チキン南蛮ほか」
内容　落花生の豆腐作りと季節料理　
対象　市民　　定員　20人
時間　10時～13時 
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
持ち物　エプロン、三角巾、布巾
費用　1,000円程度予定
申込期間　9/4（月）～16（土）
講師・申込・問合せ　うかたまリーダー 
村上さん　☎090･6262･5633

  10/4･11･18、11/1　※全て水曜
男性の料理教室
　料理のレパートリーに困っている方、得
意料理を身につけたい方、栄養の知識を
得たい方など、実習しながら勉強してみま
せんか？ 料理初心者大歓迎。
対象　男性市民　　時間　10時～13時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　石狩市食生活改善推進員 
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、箸、筆記用具 
定員　25人（申込多数時は初めての方優
先の抽選）　　
費用　2,000円（食材費4回分）
申込期限　9/27（水）
申込・問合せ　保健推進課　☎72･3124 
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9月のソフトボール情報9月のソフトボール情報9月のソフトボール情報
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。

9/9（土）･10（日）
北海道ソフトボール
愛好者大会

9/16（土）～18（月･祝）
第31回
全日本シニアソフトボール大会

9/23（土・祝）･24（日）
第26回ミズノ旗争奪
北海道中学校女子ソフトボール大会
第25回ミズノオープン
男子ソフトボール大会北海道予選会

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

  10/6（金）
ふれあいクッキング
対象　一般、会員
時間　11時～13時30分
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　JRタワーホテル日航札幌 中国料理長
有城 伸一シェフ 
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、筆記用具
定員　30人　　費用　700円
申込期限　9/26（火）
申込・問合せ　石狩消費者協会　土田さん
☎73･6250 　

  10/9（月･祝）　※雨天中止 
元気スポーツフィールド ＩＮ 石狩
内容　トレッキング 　
対象　市内在住･在勤者　　時間　8時～
場所　濃昼山道（厚田区） ※B&G海洋セン
ターから送迎バスあり
定員　50人　　費用　1,000円　
申込方法　9/22（金）までに申込書兼誓約
書を郵送または持参
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会事務
局（〒061-3218 花畔337･4 B&G海洋セ
ンター内）　☎64･1220

  10/19(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　9/1(金)～7(木)
申込・問合せ　高齢者支援課
☎72･7014

  10/20（金）　※ほか2回
いしかり市民カレッジ　主催講座11　
温泉をもっと知ろう！

　身近な温泉の基礎知識や効能、利用方
法などについて、より理解を深めます。
内容　①温泉学入門1～座学を通して温
泉を学ぼう～
②温泉学入門2～実験を通して温泉を学ぼう～
③温泉に入ろう！～温泉の湧出地の見学と
入浴を通して温泉を学ぼう～ 
日時　①10/20（金）10時30分～12時
②10/27（金）10時30分～12時　
③11/2（木）8時30分～18時 
場所　①②花川北コミセン（花川北3･2）
③フィールドワーク･市公民館集合（花川北6･1）
講師　北海道立総合研究機構地質研究所
主査　鈴木 隆広氏 
持ち物　筆記用具、③は入浴用具
定員　40人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用　受講料1,500円、カレッジ生1,200
円（全3回分）、入浴･昼食費1,300円 
申込期限　10/6（金）
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　

  10/25（水）　※ほか2回
いしかり市民カレッジ　主催講座12　

日本酒を知ろう～石狩から道産酒
を考える～

　地元の方の研究成果について学ぶとと
もに、視野を広げて道産酒そのものについ
ての理解を深めます。
内容　①北海道の酒造家と酒造史資料
②北海道の日本酒を語る　③酒蔵見学 
日時　①10/25（水）10時30分～12時
②11/8（水）10時30分～12時
③11/22（水）8時30分～13時
場所　①②花川北コミセン（花川北3･2）
③フィールドワーク･市公民館集合（花川北6･1）
持ち物　筆記用具
定員　③40人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用　受講料1,500円、カレッジ生1,200
円（全3回分）　
申込期限　10/6（金）
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

  　　　　 
花川中央商店街振興組合
【秋のスリースタンプラリー！！】
　加盟店で500円以上利用すると応募用
紙にスタンプを押印。3店舗分（同一店は
無効）集めて応募すると、加盟店で利用で
きる商品券2,000円×60本が抽選で当た
ります。　※当選者には後日連絡。 応募用
紙が無くなり次第終了 
対象店　同組合加盟店27店舗 ※店舗名
は応募用紙やポスターに記載
期間　10/1（日）～31（火） 　抽選日　11月中旬
抽選場所・問合せ　花川中央商店街振興
組合事務所（花川南2･2）　☎72･4575
※平日10時～16時 

花川中央商店街振興組合
【第15回飲食ハシゴ大会まつり】
　開催時間内に5店舗を回り飲食し、チ
ケットに押印してもらってレンタルルーム
at（花川南2･3　アットビル2階)に集合。
「当会設定の秘密の時間（19時30分～20
時）」以降に近い方1位～10位へ豪華賞品
（参加店使用可能商品券）。おしかった賞、
参加賞あり。
対象　参加チケット購入者
日時　10/7(土)18時～20時
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、ス
ナック花瑞樹、居酒屋利久、あいマルシェ
ほか（参加店変更の場合あり） 
定員　60人 　
費用　参加チケット3,000円
申込期間　9/15（金）～10/7（土）
チケット販売店　上記参加店、当会事務
所、花川中央商店街振興組合参加店（ク
リーニングエース花川南店、マルウロコ酒
井建設工業㈱） 
問合せ　花川中央商店街振興組合事務所
（花川南2･2）
☎　72･4575　※平日10時～16時

第62回石狩市民文化祭
日程・内容　①10/13（金）～15（日）展示部
門：絵画・写真、書道、文芸、陶芸など
②10/14（土）・15（日）舞台部門：日本舞
踊、伝承芸能、洋舞洋楽など
③11/5（日）展示･舞台発表など　
④11/11（土）・12（日）展示･舞台発表など 
場所　①花川南コミセン（花川南6･5）
②花川北コミセン（花川北3･2）
③浜益コミセン（浜益区浜益630･1）
④厚田総合センター（厚田区厚田45･5）
そのほか　詳細は来月の本紙10月号の折
り込みチラシをご覧ください
問合せ　石狩市民文化祭実行委員会（社
会教育課内）　☎72･3173

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枚を事務所で交換。
日時　9/4（月）10時～　
定員　5人（1人1枚、先着順）
【ぶどう大交換会】
　満貼台紙1冊とぶどう1箱（2kg）を交換
します。ダブルチャンスとして抽選で30人
の方にもう1箱プレゼント！ ※天候により
日程･個数に変更あります。詳細は9月下
旬～10月初めの新聞折込チラシをご覧く
ださい 
日時　10/1（日）10時～　
定員　先着100人
【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


