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りんくる
（花川北6・1）

●実行委員会事務局 
　花川南2・3・91・2（㈲アット内）
　いしかり地域交流プラザあいまち
　☎62・8100　62・8101
●保健推進課☎72・3124
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料金案内のないものは無料

10/

20
（土）

　認知症の方や物忘れが気になる方のご家族や知人の方が、
情報交換や息抜きをする場です。気軽にお立ち寄りください。
みんなでおしゃべりしませんか？
時間　9時30分～11時30分　 費用　100円（飲み物代）

みなカフェ花川北

時間　10時～11時30分
講演　「高齢者が生きていくための最強のエネルギーは楽しさである」
講師　北海道医療大学リハビリテーション科学部 作業療法学科教授 本家 寿洋氏
　　　※当講座は認知症ケア専門士単位取得可能講座として、1単位が取得できます
申込　高齢者支援課☎72･7017 ※平日9時～17時 

認知症ケアセミナー
（認知症ケア専門士単位認定講座）

　参加無料。希望者はラジオ体操指導員の資格
も取得できます（登録料2,000円）。
時間　13時～15時30分
持ち物　上靴、飲み物、タオル、動きやすい服装
定員　70人
申込　スポーツ健康課
　　　☎72･6123 ※平日9時～17時

NHK講師による
ラジオ体操講習会

　小学生が対象の、認知症について学び、認知症の方や
家族を温かく見守る応援者「認知症サポーター」の養成講
座です。参加者にはオレンジリング、お菓子やジュースが
もらえます！
時間　13時30分～15時

小学生向け認知症サポーター養成講座

　転倒リスクや、むせやすさについて、体験
談やクイズ形式でお答えします。生活動作を
助けてくれる便利道具もご紹介。リハビリス
タッフに気軽にお声かけください！
時間　13時～16時

リハビリスタッフによる
頭と体の元気サポート！

　体の表面を３Dスキャンして歪
みを可視化できます！
時間　13時～16時

ボディバランスモニター

　オペラ歌手でもある厚田区地
域おこし協力隊の今野さんを迎
え、懐メロを一緒に歌います♪
時間　13時30分～15時30分

うたごえ喫茶

　石狩後見サポーターズが紙芝居や歌で
成年後見制度を紹介します。
時間　11時30分～12時

紙芝居
「いしかり成年後見ものがたり」

　ＤＶＤを観賞し、模型を見ながら
腸の働きを学びませんか？
時間　12時～13時

腸の働きを学ぼう！

要申込
　どんな所なのか気になるけれどなかなか入りづらいと
思っていませんか？ 一緒に見学してみましょう。
時間　15時～16時30分　　集合場所　1階ロビー
定員　15人　　申込　実行委員会事務局

市内のサービス付き高齢者向け住宅などの
高齢者施設見学バスツアー

場　所

問合せ

　介護という仕事を通して働くことの意味や、人と人、地域とのつ
ながりの尊さが描かれた心温まる感動のストーリーです。2017年
鈴木浩介監督作品。1時間50分。5回上映。
時間　9時～、11時～、13時～、15時～、17時～
定員　各回60人　　チケット　前売券800円、当日券1,000円
※前売券ご購入の際は上映時間を指定してください
申込　実行委員会事務局

映画「ケアニン～あなたでよかった～」上映会

講師
多胡 肇氏

アシスタント
吉江 晴菜氏

要申込

要申込

10/6（土）映画
「君の笑顔に会いたくて」を
ご覧になった方は100円引き！
※半券持参。22ページ参照

9時
30分～16時
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防災
グッズ
展示

10/

21
（日）

両日
開催

　健康・介護・福祉などに関
する情報を展示。
　石狩翔陽高校などによる
展示も。

パネル展
　「スヌーズレン」とは知的障害、発達障害、精神障
害などさまざまな障がいをお持ちの方や、高齢者、
認知症の方などが視覚、聴覚、触覚などへの刺激
を感じ取り、それを楽しみリラックスできる環境の
ことです。ぜひ体験してみてください。

スヌーズレン展示コーナー

　歯科医師と歯科衛生士によるお口の健康相談や、
口臭・かむ力・虫歯菌を測定します。
時間　10時～12時、13時～14時30分

歯っぴーライフコーナー＆
歯みがきサンバ紹介コーナー

　赤、青、黄の３原色を使って描く、
誰もが気軽に楽しめるアートセラ
ピーです。すてきなポストカードが
1枚できます。
時間　10時～12時　
定員　先着10組
費用　500円（材料費）

３色パステルアート
体験コーナー

　糸も針も使わずに印鑑ケー
スを作ります。手芸が苦手でも
簡単に完成！
時間　10時～12時
定員　先着30人
費用　500円（材料費）

がまぐち印鑑ケース
制作体験コーナー

　コープ いしかり文化教室にて活動する「kids cheer dance Bunny」
がダンスを披露！ 未就学児から小学6年生までのメンバーによる元気な
ダンスをご覧ください！
時間　12時～12時30分

kids cheer dance Bunnyのダンス発表

21（日）福祉就労施設「ベーカリーショップ こむぎっこ」のパン（10時～）
　　　藤女子大学の学生が作る乾燥野菜使用で、栄養・うまみアップ！
　　　「干し野菜のカレースープ」「干し野菜の石狩鍋」（12時～）
　　　石狩市食生活改善推進員によるヘルシー「焼きそば」「五目ごはん」（12時～）

時間　10時～14時30分
【相続と遺言】
弁護士　
佐藤 勉氏（石狩総合法律事務所）
【すぐ役立つ！ 保険の豆知識】
2級FP技能士損保トータルプランナー
嶋田 拓馬氏（㈲しまだ総合保険）
【相続と遺言】
お墓ディレクター1級　
松尾 拓也氏（お墓・ご供養の㈲三愛）

終活サポーターズによる
無料相談会・セミナー

　テレビでおなじみの小橋亜
樹さんをお招きして講演して
いただきます。
時間　10時～11時

基調講演
「ニコニコは
ニコニコを生む。
笑うって凄いのねっ！」

時間　10時～14時30分　出店者募集中！ ※詳細は27ページ
チャリティーフリーマーケット

　肺年齢、骨密度（女性限定）、体組成を測りましょう！
時間　10時～12時、13時～14時30分

健康度測定コーナー

【応急手当コーナー】 
　その場で誰でも参加できます。終日開催
【救命入門コース】（90分）
　受講後、参加証を発行します。※要申込
日時　10/20（土）10時～11時30分
定員　20人（申込順）
申込　（一財）石狩市防災まちづくり協会
　　　☎77・6217 ※平日9時～17時

救急応急処置講座

20（土）福祉就労施設「ベーカリーショップ こむぎっこ」のパン（9時30分～）
　　　 藤女子大学の学生が考案「ヘルシー弁当」（12時～）

販売
無くなり
次第終了

10/20（土）
同時開催！

終活フェスタ
in 石狩

当日整理券配布
※先着順

　終活フェスタ実行委員会（石狩商工会
議所内）が主催する「終活フェスタ」が、石
狩いきいきフェスタとコラボ！ 終活に興味
のある方、ご家族に終活を進めたい方、ぜ
ひお立ち寄りください。どんな疑問にも専
門家がお答えします！
時間　10時～16時
無料相談ブース
○墓地・墓石・お墓・相続について：㈲三愛
○葬儀について：㈱石狩葬儀社
○リフォームについて：榎本建設㈱　　
○バリアフリーリフォーム・遺品整理・介護
　について：㈲アット
○生きがいと地域のニーズを結びます！
　ご入会相談会：（公社）石狩市シルバー
　人材センター

小橋 亜樹氏

佐藤 勉氏

嶋田 拓馬氏

松尾 拓也氏

10
時～1

4時30分

キッズ チア バニーダンス


