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本欄へ掲載希望の方は、上記日付までに秘書広
報課窓口に持参（平日）・郵送・ファクス・Eメー
ルのいずれかで提出してください。掲載につい
ては、秘書広報課で判断させていただきます。

小学生対象 就学前児童対象

いしかり市民カレッジ

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

緑苑台パークゴルフ場
緑苑台中央3-602　172-5610

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

たそがれ

9月号は7/31●まで日

ロビー展
　石狩水墨画同好会　創立15周年記念　
　第10回石狩市役所ロビー展
　色紙額、掛け軸、扇子、うちわなどに描か
れた、美しい墨の世界をご覧ください。
日時　7月4日（月）～ 8日（金）9:00 ～ 17:00
（初日10:00 ～、最終日16:00まで）
問合せ　社会教育課　172-3173

市長室開放
　より良いまちづくりのため、市長と気軽に
語り合いませんか。当日の午前中までに電話
でお申し込みください。
日時　7月21日（木）15:00 ～ 17:00
5月来訪者からの話題　来訪者はありませ
んでした。
申込・問合せ　協働推進・市民の声を聴く課
172-3153

夏休み黄昏無料開放
日時　7月25日（月）～ 31日（日）16:00 ～ 19:00

市民初心者パークゴルフ教室
日時　8月4日（木）13:00 ～ 16:00
※雨天の場合は8月6日（土）に順延
持ち物　クラブ・ボール（100円で貸し出し
あり）
定員　30人
費用　300円（プレー代）
申込方法　緑苑台またはシーサイドみなく
るパークゴルフ場にある申込簿に記入
申込締切　7月30日（土）
申込・問合せ　石狩パークゴルフ協会
坂東さん　174-5645

講演学習会「チェルノブイリから学ぶ
放射能から身を守るためには！」
日時　7月9日（土）13:30～ 15:30（申込不要）
講師　ＮＰＯ法人チェルノブイリへのかけは
し代表　野呂 美加氏
費用　300円（高校生以下無料）
そのほか　託児あり（7月5日（火）までに要
申込。費用1人200円）
主催・申込・問合せ　いしかり苺の会
柿崎さん　1574-6330

ふまねっと運動教室
日時　7月14日（木）10:30 ～ 12:00
持ち物　底の平らな靴
定員　15人（先着順）
費用　300円
申込方法　氏名、住所、電話番号をファクス
で連絡
申込締切　7月13日（水）
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

石狩市異業種交流会
～仕事の恋人見つけませんか～
　石狩湾新港地域を含む各企業、経済団体、
青年団体等の垣根を越えて交流を深めま
しょう。
日時　7月15日（金）16:00 ～ 19:30
※懇親会は18:00 ～
内容　講演会（①石狩市長　田岡 克介「石狩
湾新港の魅力と石狩市内青年経済人へ」
②㈱タナベ経営「若手経営者に求められる
戦略発想とは」）
懇親会（名刺交換会、市内特産品の食事など）
費用　1人3,000円
申込方法　所定の申込書をファクスまたはE
メールで送信　※申込書はＨＰ（http://www.
zephyr.dti.ne.jp/ishikari/）から入手できます
そのほか　名刺をお忘れなくお持ちくださ
い。当日キャンセル不可
申込・問合せ　石狩青年会議所　笹谷さん
1090-9529-6100　572-1715　
　 ishikari@zephyr.dti.ne.jp

笑って学ぼう
消費者生活落語会
　悪徳商法や詐欺対策などの被害防止や消
費生活に関する基礎知識を学びましょう。
日時　7月22日（金）15:00 ～ 16:30
内容　三遊亭 小遊三氏による消費生活にち
なんだ落語 ほか
費用　無料
そのほか　厚田区、浜益区は無料送迎バス
を運行します（要予約）
申込・問合せ　市民生活課　172-3191
厚田支所市民生活課　178-2886
浜益支所市民生活課　179-2112

東京大衆歌謡楽団コンサート
　昭和初期の名曲を唄う
日時　7月24日（日）13:00 ～
費用　1,500円（前売り券1,000円）
※小学生以下無料
主催・問合せ　ＮＰＯ法人石狩市文化協会
175-1288（火曜休み）

高血圧予防教室
薄味でもおいしく食べるコツを学ぼう

対象　64歳以下の市民
日時　8月2日（火）10:00 ～ 13:00
内容　講話（減塩料理のポイントなど）、減塩
料理の調理実習、血圧測定など
持ち物　エプロン、三角きん、ふきん、はし、
筆記用具
定員　20人（先着順）　　費用　300円
申込締切　7月26日（火）
申込･問合せ　保健推進課　172-6124

いしかり市民カレッジ
　講座6　古生物学の世界
　～地球生命の謎を解く
日程・内容　①7月21日（木）「石狩低地帯の
成立と化石」　②8月11日（木）「地球環境と
生物の進化」　③8月25日（木）「宇宙と生命
と私たち」
時間　10:30 ～ 12:00
講師　札幌市博物館活動センター学芸員・
理学博士（古生物学）　古沢 仁氏
定員　30人
費用　1,500円（カレッジ生は1,200円）
※3回分
申込締切　7月7日（木）
　講座7　支笏火山の活動史
対象　中学生以上
日程・内容　①8月6日（土）「支笏火山の活動
史と支笏湖の成因」　②8月27日（土）「支笏
火山の活動と火山噴出物、その性状と分布」
③9月17日（土）「支笏火山見学：支笏湖、風
不死岳、恵庭岳と火山噴出物」
時間　①②13:00 ～ 14:30　③8:00 ～ 17:00
講師　若松 幹男氏（技術士、北海道地質調
査業協会技術アドバイザー、山の手博物館
理事）
定員　30人（申込多数時抽選）
費用　1,500円（カレッジ生は1,200円）
※3回分。③のみバス代別途1,000円
申込締切　7月23日（土）
そのほか　③の集合・解散場所は市公民館
　共通事項
申込・問合せ　いしかり市民カレッジ事務局
（市公民館内）　174-2249

太極拳無料体験会
日時　①7月21日（木）19:30 ～ 20:50
②7月22日（金）10:00 ～ 11:30
問合せ　川村さん　1090-2875-0107
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こども未来館「あいぽーと」
花川北7-1-22　176-6688

市公民館
花川北6-1-42　174-2249

石狩地区地域防災施設
新港南1（川の博物館）　164-2507

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

いしかり砂丘の風資料館
弁天町30-4　162-3711

花川南コミセン
花川南6-5-27　173-5300

ＪＡいしかり地物市場 とれのさと
樽川120-3　173-4500

●

ガーデニング講習会
　北海道の寒さに耐えられる宿根草
日時　7月6日（水）・20日（水）19:00 ～ 20:30
講師　英国王立園芸協会　コンテナガーデ
ニングマスター　元井 弘美氏
定員　20人
費用　1,000円（2回分）
申込方法　氏名、住所、電話番号をファクス
または留守番電話で連絡
申込・問合せ　元井さん　1572-8397

写真展「石狩川、橋と堰」
日程　7月12日（火）～ 31日（日）
内容　石狩市在住の石川 治氏が撮影した
石狩川の橋と堰の写真を展示
※月曜（祝日の場合は翌日）、7月23日までの
木曜は休館

親子スイミング
対象　6カ月～3歳未満のお子さんと保護者
日時　8月6日・20日・27日、9月10日・17日・
24日（すべて土曜、全6回）9:45 ～ 10:30
定員　10組（先着順）　※最少開講人数5組
費用　4,800円

大人の水泳教室
　平泳ぎコース
日時　8月10日～9月28日の毎週水曜（全8
回）9:45 ～ 10:30
費用　5,600円
　ナイト水中運動コース
日時　8月11日～9月29日の毎週木曜（全8
回）19:30 ～ 20:30
費用　6,400円
　バタフライコース
日時　8月12日～9月30日の毎週金曜（9月
23日を除く全7回）9:45 ～ 10:30
費用　4,900円
　共通事項
定員　10人（先着順）　※最少開講人数5人
申込方法　7月1日（金）～ 26日（火）に費用、
印鑑を持参し申し込み

体験講座　勾玉づくり教室
　古代の人々が石などで
魔よけ、装身具等として身
につけていた勾玉を作り
ます。
対象　小学生以上（低学年は保護者同伴）
日時　7月23日（土）10:00 ～ 12:30
持ち物　大きめのレジ袋
定員　25人（先着順）
費用　500円（教材・保険料込み）
申込期間　7月1日（金）～ 15日（金）

ドッジボール体験会
対象　小学生　持ち物　運動靴
日時　7月3日（日）13:00 ～

キーホルダーを作ろう
　プラバンを使って作ります。
対象　小学生
日時　7月16日（土）10:00 ～ 11:30
定員　10人（先着順）　　費用　100円
申込期間　7月11日～受付開始

スタジオ研修
対象　バンド活動をしたい中高生
日時　7月2日（土）11:00 ～ 13:00
定員　3組（先着順）　※楽器は各自持参

ドッジボールミニ大会
対象　小学生　　持ち物　運動靴
日時　7月31日（日）13:00 ～

いしかり児童館夏まつり
　石狩プレーリーダーによるどこでもプレー
パークを同時開催。盛りだくさんの遊びコー
ナーもあり、楽しさいっぱいです。
日時　7月23日（土）12:00 ～ 15:00
※施設前広場にて開催。雨天時は館内
問合せ　児童館　172-3192
子育て支援課　172-3631

石狩OMOIYARIのあかり
　子どもたち製作の提灯（ちょうちん）約
600個に火がともります。
日時　7月23日（土）17:00 ～ 20:00
内容　提灯・東日本大震災支援活動の展示、
「サーモンファイタールイベと遊ぼう」ほか
問合せ　実行委員会　酒井さん　
1090-9517-3167

ビスケットで遊ぼう
　お絵かき感覚のソフトウエアを使い、ゲー
ムを作ったり、絵を描いたりしてみよう！
対象　小学5年生～高校生
日時　7月24日（日）9:30 ～ 14:00
定員　20人（先着順）
費用　2,000円（教材費、昼食代、保険代）
申込・問合せ　ＮＰＯ法人こども・コムステー
ション・いしかり　1564-5640
　 comstation@ray.ocn.ne.jp

体験講座　化石のレプリカをつくる
　アンモナイトや石狩産の貝化石から型取
りして、本物そっくりのレプリカ（複製品）を
作ります。
対象　小学4年生以上
日時　8月13日（土）13:00 ～ 17:00
定員　15人（先着順）　　材料費　500円
申込期間　7月1日（金）～ 8月10日（水）に電
話で申し込み
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

　7月の休館日
月曜休館　4日・11日・18日・25日
祝日振替休館　19日（火）

本館おはなし会
日時　7月2日（土）・9日（土）・16日（土）・17日
（日）・30日（土）・31日（日）11:00 ～ 11:30

サイエンスプラザ石狩
　石狩の科学者グループ「サイエンスアイ」
による科学相談室と子ども科学実験室。7月
のテーマは「あい風はどうして吹くの？」。
対象　小学1年生以上
日時　7月9日（土）13:30 ～ 15:00
※子ども科学実験室は13:30 ～ 14:15

名作を楽しむ会
「プロフェッショナル　仕事の流儀／小児心
臓外科医　佐野俊二の仕事」
日時　7月14日（木）13:00 ～ 13:45

講座・絵本を楽しむ
日時　7月24日（日）11:00 ～ 12:00
内容　「おばけの絵本」の新しい本を紹介

みーやんの浜梨かふぇ企画「夏休みだ！
石狩産♪親子でわくわくクッキング」
　石狩産小麦＆野菜でピザにチャレンジ！
対象　3歳～小学生のお子さんと保護者
日時　7月29日（金）10:00 ～ 13:00
持ち物　エプロン・バンダナ（頭に巻くため）
定員　10組（先着順）
費用　1人700円（ドリンク付き）
申込方法　参加者の氏名、年齢、連絡先を
ファクス（573-4502）で連絡

とれのさと企画「親子でミニトマト
収穫体験＆パスタづくり」
対象　小学生と保護者
日時　7月26日（火）9:30～14:00
内容　石狩産小麦・ミニトマトでパスタとト
マトソースを作る
持ち物　エプロン、三角きん、タオル
定員　10組（先着順）
費用　1家族1,500円
申込方法　参加者の氏名、年齢、連絡先を
ファクス（573-4502）で連絡

体験講座「縄文土器復元講座」
日時　7月30日（土）、8月6日（土）9:30 ～ 16:00
※9月に野焼きを行います
定員　10人（申込多数時抽選）
費用　300円（材料費）
申込期間　7月1日（金）～ 7日（木）
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711

せき

まがたま


