10月号の原稿締切

31 月

以下に該当する場合は、掲載をお断りさせていただきます。
● 営利目的の販売
・勧誘、
宗教、
政治活動 ● 公の秩序を乱すような内容のもの

24（月）

ファミサポ 出前こっこひろば

おもちゃを用意してお待ちしています。当日
の会員登録も可。
※大人はマスク着用のこと。検温と体調の確
認あり。昼食を取ることはできません
内容 絵本の読み聞かせ、
わらべうた遊び
時間 ①10時30分〜11時45分
②12時45分〜14時
場所 パストラル会館
（樽川6・2）
定員 各5人 ※要予約
申込期間 1
（土）
〜
申込・問合せ いしかりファミリー・サポート・
センター☎72･5552 ※平日9時〜17時

25（火）

フッ素の健康影響など

化学物質から子ども達を守るための座談会

時間 10時〜11時30分
場所 花川北コミセン
（花川北3・2）
講師 フッ素問題全国連絡会事務局 堀弘子さん
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

9/5（土）

アートウォームカフェほわぽわ

ボードゲーム・カードゲームで遊ぼう！第2弾

みんなで楽しめるゲームを用意します。出入
り自由。好きな時間に親子でお越しください。
カフェも通常営業しています。

●

広く市民に周知する内容と認められないとき

13（木）

手話カフェ

手話が全く分からなくても石狩のろう者とふれ
あいながら、手話でのおしゃべりを体験できます。
石狩在住のろう者の方も遊びに来てください。
時間 10時〜11時
費用 100円
（花川南2･3）
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ
協力 石狩聴力障害者協会会員
問合せ 北海道手話通訳問題研究会道央支部
石狩班 神原さん☎090･6213･2113

19（水）、9/2（水）
文化講座

俳句教室

五・七・五の世界を体験してみませんか？
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 北海道俳句協会常任委員
もみ

「樅」
俳句会代表 横山いさを氏
持ち物 筆記用具
定員 10人
費用 500円
申込期限 14
（金）
申込・問合せ NPO法人
石狩市文化協会
☎ 75･1288 ※火曜休館

20（木）

ハマナスHealthyタイム

内容 ハマナス再生園の除草作業ボランティア
時間 10時〜12時
申込期限 19
（水）
持ち物 軍手、長靴、飲み物、お持ちの方はス
コップや鎌
場所・申込・問合せ 石狩浜海浜植物保護センター
（弁天町48・1）※火曜休館 ☎60･6107
時間 10時30分〜15時
場所 アートウォーム
（花畔1・1）
そのほか 飲み物の注文をお願いします
問合せ 子育て支援ワーカーズぽけっとママ
☎090･8636･2004

9/9（水）

消費生活センターバス研修

新港のリサイクルプラザ、ホクレンパール
ライス工場と学校給食センターの見学を通し
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。
※マスク着用のこと
時間 10時〜15時
集合場所 市役所
（花川北6・1）
定員 15人
（申込順）
費用 422円
（昼食として給食試食）
申込期間 3
（月）
〜20
（木）
申込・問合せ 広聴・市民生活課☎72･3191

22（土）

風車学習会

風車騒音による健康影響
̶ 石狩湾岸におけるリスク推定と稚内市
における疫学調査結果

石狩湾の風力発電事業による健康リスク推
定結果や稚内での疫学調査の結果を通じ、風
車騒音による健康影響について学びます。
※マスク着用のこと
時間 13時30分〜15時30分
場所 花川北コミセン
（花川北3・2）
講師 北海道大学大学院工学研究院助教
たぐさり

田鎖順太氏
費用 300円
（資料代ほか）
問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
代表 安田さん☎090･6211･1602

本欄へ掲載希望の方は
22ページをご覧ください。

イベントの参加、
実施に当たっては、
十分な感染症対策を
お願いします
4（火）〜14（金）

2020原爆パネル展

核兵器の廃絶と世界の恒久平和を願うパネル
展。夏休みに親子で話し合ってみませんか。
時間 8時45分〜17時15分
（最終日は16時まで）
場所 市役所1階ロビー
（花川北6・1）
問合せ 総務課☎72･3149

4（火）〜9（日）

石狩写真クラブ

第85回 写真展

四季折々の自然の風景や野鳥の生態などを
お楽しみください。
時間 10時〜17時
（最終日15時まで）
場所 市民図書館
（花川北7･1）
問合せ 石狩写真クラブ 石王さん☎74･1384

8（土）

きむら果樹園でくだもの講座

果樹の防除とぶどうの管理

浜益の果樹の生産者から果物の栽培方法を
学びます。※マスク着用のこと。果物狩りは行い
ません。荒天中止
時間 8時30分出発〜13時
集合場所 市役所駐車場
（花川北6・1）
※バス移動
講師 きむら果樹園 木村武彦氏
持ち物 筆記用具、汚れても良い服装
※屋外講座
定員 15人
（申込順）
費用 500円
申込期限 5(水)
申込・問合せ いしかり食と農のカレッジ
運営委員会事務局
（農政課内）
☎72･3164 72･3540

12(水)・13(木)

夏休み親子手作り木工教室

廃材を利用して自由に木工品を作ります。
対象 市内の小学生と保護者
時間 9時30分〜12時
講師 リサイクルプラザ職員
持ち物 軍手、
エプロン
定員 各5組(申込順)
申込期間 1
（土）
9時〜
場所・申込・問合せ リサイクルプラザ
（新港南1・22) ※月曜・祝日休館 ☎64･3196
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石狩ハイスタンプ会

道の駅石狩
「あいろーど厚田」

リニューアルオ

ープン

ア ネック ス

ANNEX

道の駅石狩
「あいろーど厚田」
の向
かい側に位置し、
日本海に沈む夕日が
一 望できる絶 好 のロケーションの
ANNEXに、
新店舗がオープンします。
ぜひ、
足を運んでみてください！

にしん街道 ヤン衆の店
地元漁師が運営し、新鮮な魚介類を使ったメニューが自慢のお店で、アワビやホッ
キ、
ホタテから選べるシーフードカレーや、10種類以上のかき氷を楽しめるほか魚介
類の販売もしています！

【「大盤振る舞い」
イベント】
応募券を満貼台紙に貼って、加盟店でお買
い物をすると、抽選で台湾旅行や、石狩ハイス
タンプ会商品券など、盛りだくさんの賞品が
当たります。詳細は加盟店店頭、同会HPを
ご覧ください。
申込期限 11
（火） 抽選日 18
（火）
そのほか 応募券はコピー可。期間中、何度で
も応 募できます。同 一 部 門での 当 選は1 人
（1家族）
1本です
【SAPICA（サピカ）
と交換】
満貼台紙3冊+現金300円で無記名SAPICA
1枚を事務局で交換。
日時 3（月）9時30分〜 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9時30分〜12時30分

ソフトボール
大会情報
所 スポーツ広場
（花畔337･3）

問 スポーツ健康課☎72･6123
ホタテカレー 1,200円

いももち 200円

カスベの唐揚げ 700円

平日9時〜15時、土･日･祝日 9時〜16時 ※水曜休み、10月下旬まで営業
所 厚田12・4
問 ☎78･2300
時

名称

イベントの中止
毎年開催している右記のイベントは、
新型コロナウイルス
の拡大防止のため、本年度は中止します。
ご理解いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

あつた夏祭り〜俺たちの2020〜
浜益いっぺ、かだれやヘルシーウォーク
花川南ふるさとサマーフェスティバル

2
（日）
第42回会長旗争奪ソフトボール大会
23
（日）
第42回秋季ソフトボール大会
問合せ

あつた夏祭り実行委員会
（厚田支所地域振興課内）☎78・2012
浜益支所地域振興課

☎79・2029

花川南地区青少年健全育成協議会
サマーフェスティバル実行委員会（樽川中学校内）
☎74・2352

句歌歳時記

◆俳句
ウイルスに負けじと叫ぶ夏嵐

ひとつづつ大事に口へさくらんぼ

◆短歌

毎日のステイホームも苦にならぬ
四十年の我が家住み良し

延長の緊急事態スマホには
和みのメールぽつりぽつりと

児 童 館 の 行 事
施設名
花川北児童館

所 花川北3・2 ☎74・2884
■

おおぞら児童館

所 花川南1・1 ☎73・4849
■

花川南児童館

所 花川南8・3 ☎72・7311
■

日時・内容
4
（火）
〜14
（金）14時30分〜15時 チャレンジ週間
「こま遊び」定員：6人
22
（土）9時30分〜11時 プログラミングであそぼう！定員：6人
22
（土）13時30分〜14時30分 こども会議
26
（水）13時〜13時30分 火災避難訓練
29
（土）13時30分〜15時 プログラミングであそぼう！定員：4人
3
（月）
〜7
（金）15時30分〜16時 縄跳びチャレンジ 持ち物：上靴 定員：各4人
8
（土）9時30分〜11時 こども会議 対象：小学4年生以上
12
（水）9時30分〜11時 プログラミングであそぼう！定員：4人
1
（土）14時〜14時40分・19
（水）15時〜15時40分
おもいっきり ASOBI
「ナンバータッグ」

みつ こ

田附和子

三島明子

若森栄子

白川勇人

こども未来館「あいぽーと」

8
（土）14時〜15時 こども会議

（火）
〜14
（金）14時30分〜15時30分 夏休み企画
「ミニオリンピック」
所 花川北7・1 ☎76・6688 11
■
（土）
・17
（月） 14時30分〜15時10分 夏休み企画
「コードジャック」
HP http://iport-ishikari.net/ 15
■
18
（火）14時〜14時45分 スポ レク
「あいぽーとマッチ 卓球」
22
（土）14時〜15時45分 プログラミングであそぼう！定員：8人

19
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