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  11/20（月）
いしかり市民カレッジ 
平成30年度まちの先生募集説明会

あなたも「まちの先生」にチャレンジしませんか
　「まちの先生企画講座」は市民が自ら講
師となって企画・運営するものです。講座開
催の経験のある方は大歓迎。初めての方で
も市民カレッジがサポートします。
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　11/15（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）　☎74･2249
※平日9時～17時
   kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp 

  11/21（火）
いしかり縄文満月の会創立5周年記念
石狩よもやま話　第4弾
対象　市民　時間　18時～20時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　いしかり縄文満月の会顧問　
田岡 克介石狩市長
問合せ　樋口さん　☎73･5953 

  11/21（火）
遺言･相続無料法務セミナー
　遺言･相続のポイントについて、専門家
が分かりやすくお話します。
時間　13時～15時　
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
定員　16人（予約不要。当日先着順）
問合せ　池田法務事務所　☎72･3558

  11/22（水）～28（火）
中高生フェスティバル
　市内各中学校・高校の文化系の部活動
や同好会の作品を展示発表します。
時間　図書館の開館時間内（最終日15時
30分まで）　
場所　市民図書館（花川北7･1）
問合せ　子ども政策課　☎72･3631 

  11/25（土）
いしかり食と農のカレッジ　
おいしいお米を食べよう 
内容　お米の栽培について、品種（ゆめぴり
か･おぼろづき･ななつぼし）の食べ比べなど
時間　10時～13時
場所　りんくる（花川北6･1）
講師　厚田区発足地区の米農家　小笠原 
英史氏、北海道フードマイスター　木村 光江氏
持ち物　エプロン、三角巾、飲み物、タオルなど
定員　20人（申込順）
費用　500円　小学生以下300円　
※ごはん･味噌汁など軽食付き
申込・問合せ　厚田区地域おこし協力隊　
野呂さん　☎090･6265･3389

  11/26（日）
木村流大正琴石狩支部　
扇の会30年記念演奏会
時間　13時～　　費用　入場無料 
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
問合せ　佐藤さん　☎74･4695

  11/26（日）
映画「さとにきたらええやん」 in いしかり
　大阪市西成区釜ヶ崎で38年間続く子ど
もたちの集い場「こどもの里」。人情が色濃
く残る街の人々の奮闘を描く、涙と笑いあ
ふれるドキュメンタリーを自主上映します。
「子どもも大人も安心できる居場所とは何
か」を共に考えましょう。
対象　市民　　時間　10時～12時30分
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
定員　100人　　費用　無料
申込方法　11/22（水）までにファクスまたはメール
　73･8869　 　 trs@harunire.or.jp　
問合せ　映画「さとにきたらええやん」inい
しかり自主上映を進める会　金子さん　
☎090･1765･1166

  ①11/29（水） ②12/6（水） ③12/14（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座13
「続･北海道150年物語」

　北海道は明治政府によって明治2年
（1869年）開拓使が設置され、蝦夷地か
ら北海道に名称を変えてから平成30年
（2018年）で150年目になります。
内容　①北海道漁業の歩み　②北海道農
業の歩み　③北海道石炭産業の歩み　
時間　10時30分～12時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　①北海学園大学経済学部教授　
濱田 武士氏　
②北海道大学農学部准教授　東山 寛氏
③札幌国際大学観光学部教授･NPO法人炭
鉱の記憶推進事業団理事長　吉岡 宏高氏
持ち物　筆記用具　
費用　受講料1,500円　カレッジ生1,200円（全3回分）
申込期限　11/15（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）　☎74･2249
※平日9時～17時

  ①12/1(金) ②12/7(木)
いしかり食と農のカレッジ
石狩産大豆で作る初心者味噌づくり講座
　初めての方対象の本格的な味噌づくり講座です。
対象　成人市民　　定員　15人 
内容・時間　①説明会13時30分～15時 
②仕込み日10時～12時30分
場所　 花川南コミセン(花川南6・5)
持ち物　①筆記用具 ②仕込み容器、塩、エ
プロン、三角巾ほか
費用　4,300円(大豆・米麹・資料代など。
味噌約8キロ分) 
そのほか　申し込み時に詳細説明
申込方法　11/24(金)までに電話
講師・申込・問合せ　いしかり農産物加工
グループ連絡協議会 村上さん  
☎090・6262・5633 

  12/2(土)
石狩病院 市民公開講座
内容　①姿勢と歩き方から筋力トレーニング
②超高齢社会と向き合う“フレイル”とは 
※申込不要　
時間　14時～15時
場所　花川南コミセン(花川南6・5)
講師　①リハビリテーション課 中野渡 優
樹柔道整復師
②内科部長  江口 周生(みちお)医師
費用　無料
問合せ　石狩病院市民公開講座事務局　
☎74・8611

  12/2(土)
石狩の稲穂でお正月かざり
　石狩の農家が大切に育てた「ななつぼ
し」の稲穂に、飾りは環境にやさしい素材
を用意しました。あなただけのオリジナル
のしめ縄で新しい年を!
時間 　10時～12時
場所 　花川北コミセン(花川北3・2)
講師　サークルスタディ
持ち物　エプロン、花ばさみ、持ち帰り袋、
ラジオペンチ(あれば)
定員　12人(申込順) 
費用　2,000円
申込・問合せ NPO法人ひとまちつなぎ石狩
☎　60・2722　※火～土曜10時～18時

  12/4(月)～8(金)
12月のロビー展
場﨑 惠「道庁の四季絵画展」
時間　9時～17時(初日10時～、最終日
16時まで)
場所　市役所ロビー(花川北6・1)
問合せ　社会教育課　☎72・3173

  12/4(月)
まだ間に合う!石けんで大掃除大作戦☆
　環境や肌に優しい石けんを使った掃除
方法を教えます。合成洗剤と石けんの違
いって? 本当にきれいになるの? そんな疑
問を解消します。掃除実演の後にはティー
タイムも。
時間　10時～13時　　
場所　りんくる(花川北6・1)
持ち物　エプロン、手拭きタオル
定員　15人
費用　無料(託児あり。1人300円)
申込期限　11/24(金)
申込・問合せ　生活クラブ生協第1セン
ター　☎011・665・1010

  12/5(火)~15(金)
師走の地産地消フェア
　毎年恒例の石狩産のシクラメン、石狩産
の稲穂で作ったお正月リース、冬野菜が並
びます。数量限定。なくなり次第終了です。
ぜひお早めにお越しください!
時間　10時～18時
場所・問合せ　市民活動情報センター「ぽ
ぽらーと」（花川北3・2 花川北コミセン内）
☎77・7070　※火～土曜10時～18時



応募作品展示会応募作品展示会応募作品展示会
　はまなすフェスティバル実行委員会では、全国的にも希少になりつつある自
然海岸を色濃く残した石狩浜の魅力を広く発信するため「石狩海辺の風景写真
コンテスト」を開催しています。
　今回は、期間中に29点のご応募をいただきました。次の日程で、入賞作品お
よび全応募作品を展示します。
　応募作品を通して、石狩の美しい海辺の魅力を再発見してください。

問合せ　石狩浜海浜植物保護センター（環境保全課）　☎72･3269

第5回  石狩海辺の風景写真コンテスト
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  12/7(木)

療育・教育連携研修会

内容　「保護者への支援と保護者との協
働」～子どもの暮らしやすさ、学びやすさ
のために
対象　市民
時間　18時30分～20時40分 受付18時～
場所　りんくる(花川北6・1)
講師　国立特別支援教育総合研究所 イン
クルーシブ教育システム推進センター総括
研究員　久保山 茂樹氏
定員　150人
費用　無料
申込期限　11/30(木)
申込・問合せ　こども発達支援センター
☎72・7015　 　 75・2270
    k-hattatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

  12/9(土)

石狩市民 親子手打ちそば講習会

対象　親子（小学校高学年～高校生）
※中学生・高校生は1人参加も可

時間　12時30分～
場所　市公民館(花川北6・1)
持ち物　エプロン、三角巾、手ぬぐい、持ち
帰り用容器
定員　10組（申込順）
費用　700g1,500円、500g1,000円
申込期限　11/30(木)
申込・問合せ　いしかり手打ちそば同好会 
小林さん　☎64・0117　

☎080・1882・1346　

  H30/1/9(火)~12(金)

冬休み短期水泳教室

対象　年長～小学生(初心者)
時間　9時30分～10時30分
定員　50人(申込順)
費用　3,696円　スクール生3,264円
申込方法　11/1(水)～12/10(日)に受講
料と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

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　11/6（月）10時～　
定員　5人（1人1枚、先着順）
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

展示期間 場所

開催中～11/3（金･祝）

11/8（水）～ 12（日）

11/27（月）～12/5（火）

12/11（月）～ 19（火）

12/20（水）～ 27（水）

H30/1/25（木）～ 2/5（月）

石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48･1）

市民図書館（花川北7･1）

花川南コミセン（花川南6･5）

市役所1階ロビー（花川北6･1）

花川北コミセン（花川北3･2）

札幌エルプラザ1階情報センター（札幌市北区北8西3）

はまなす賞（グランプリ）

白畠 徹さん「つぼみ」

準グランプリ賞
黒木 一浩さん「秋空に舞う」

準グランプリ賞
本多 純さん「ノビタキの給餌」

石狩市長特別賞

渡部 昌樹さん「パレット」

はくはた

わたなべ

受賞作品


