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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

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

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

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

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

アートウォーム
花畔1-1　164-4664

11月号は9/30●まで金

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。
日時　9月12日（月）15:00～17:00
7月来訪者からの話題　原子力発電につい
て ほか
8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

ロビー展
　水彩サークル　ナスカの会　作品展

　水彩画の透明感のある「にじみ」や塗り重
ねを利用した技法、勢いのある筆使いをご
覧ください。
日時　9月26日（月）～30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

コミュニティ活性化事業
連続3講座
　第1弾　コミュニティの大切さを学ぶ

日時　10月1日（土）10:00～
内容　地域でのコミュニティづくりの実践を
し、自ら「余市テラス」を運営している方に、
その重要性とコミュニティづくりを学ぶ
講師　コミュニティ･レストランネットワーク
北海道代表　伊藤 規久子氏
費用　300円（資料代）
申込・問合せ　地域食堂きずな　
177-6393

ガーデニング講習会
　春から夏を彩る「秋植え球根」

日時　9月13日（火）・27日（火）13:00～14:30
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
問合せ　元井さん　1572-8397

いしかり市民カレッジ
南極観測船「しらせ」寄港記念特別講座1
講座・南極大陸～知られざる自然と氷床が
伝える古代気候
日程　9月3日（土）
時間・内容　①10:00～11:00「南極氷床から
見えてくる地球環境」　②11:15～12:00「厳
しくも美しい南極大陸～基地での生活」
講師　北海道大学大学院地球環境科学研究
院助教　澤柿 教伸氏
定員　50人（先着順）
費用　無料
共催　市制施行15周年・こども未来館オー
プン記念事業実行委員会
協力　サイエンスアイ
申込・問合せ　いしかり市民カレッジ事務局
（市公民館内）　1574-2249

ふまねっと運動教室
　50cm四方のマス目でできた大きな網を、
踏まないようにゆっくり歩く運動です。
日時　9月8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　　申込締切　9月7日（水）
申込･問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

第14回オータムコンサート
日時　10月1日（土）14:00～（開場13:30）
出演　①エンジェル・クレア少年少女合唱団
②菅野 厚（ケーナ）　③女性コーラス「いしか
りエコー」　④コル・ソナーレ　⑤当別混声合
唱団　⑥アルバ・コラーレ　⑦石狩混声合唱
団　⑧あいの里ライフケアせせらぎ合唱団
費用　500円（小学生以下無料）
問合せ　高橋さん　173-7232

'11いしかり消費者まつり
賢い消費者をめざして～石狩発！ 地産地消

日時　10月8日（土）10:00～15:00
内容　パネル展示、バザー、地場産野菜･果樹の
販売、水産加工品予約・販売、消費材展示、包丁
とぎ（有料）、抽選会、太鼓演奏（石狩翔陽高校）、
吹奏楽演奏（樽川中学校）、フラダンス演舞（花川
南フラサークル）などのアトラクションあり
問合せ　実行委員会事務局（市民生活課内）
172-3191

いしかりミュージカル
　ハチドリのひとしずく
　～いま、わたしにできること～

　市内の若者で構成されたミュージカルチー
ムによる公演です。テーマは「思いやりの心に
よる絆の大切さ」。ファンタジーな森を舞台に、
そこに住むたくさんの動物たちの心情を表現
した歌やダンスが舞台を飾ります。4月から毎
週2回の厳しいレッスンを乗り越えた子どもた
ちの演技を、ぜひご覧ください。
日 時　①9月24日（土）16:00～　②9月25
日（日）11:00～
主催　石狩青年会議所
共催　石狩市
協働　藤女子大学人間生活学部教育学科
問合せ　石狩青年会議所　住吉さん　
1090-7653-6783

「あいぽーと世話人の会」説明会
対象　あいぽーとの活動や子どもたちの見
守りに興味のある方　※申込不要
日時　9月8日（木）18:00～　

地域交流事業
　「コーディネーション運動」で思い通り動
ける身体を目指しましょう。
対象　65歳以上の方
日時　9月20日（火）10:00～11:00
持ち物　運動できる服装・靴
定員　20人　　費用　無料
申込締切　9月27日（火）

スタジオ研修
対象　バンド活動をしたい中高生
日時　9月24日（土）11:00～13:00
定員　3組(先着順)

愚安亭遊佐ひとり芝居
「こころに海をもつ男」
日時　9月10日（土）18:30～（開場18:00）
費用　前売り券2,000円、当日券2,500円　
※中学生以下半額

みーやんの浜梨かふぇ企画
「石狩産とうがらしで！ 三升漬」
対象　辛いものが好きな方
日時　9月15日（木）10:00～12:00
持ち物　エプロン、頭に巻くスカーフ
定員　10人
費用　1,000円（材料費、保存瓶、お茶付き）
申込方法　氏名、連絡先をファクスで連絡
573-4502

当日の午前中までに電話で
お申し込みください

中・高生の参加
大歓迎！
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「イベントいろいろ」の読み方　　〈申込・問合せ〉の記載がないときは、開催場所までご連絡ください。
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石狩浜海浜植物保護センター
弁天町48-1　160-6107

川の博物館（石狩地区地域防災施設）
新港南1　164-2507

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）　177-7070

市民プール
花川北3-2-198　174-6611

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

そのほか

●

　9月の休館日
月曜休館　5日・12日・19日・26日
祝日振替休館　20日・27日
蔵書点検休館　9月1日（木）

本の特集コーナー
本館　「南極ってどんなところ？」「かけがえ
のない命を守ろう」
分館　花川南　「みんなで楽しむ絵本」
八幡　「図書館員がこの本読んでみました」
厚田　「子どもも大人も楽しめる絵本特集」
浜益　「どれだけ知ってる？ むかしの浜益」

本館おはなし会
日時　9月3日（土）・10日（土）・17日（土）・
18日（日）・25日（日）11:00～11:30

えい・あい館映画上映会
ネイチャリングスペシャル
「白魔の大地　シベリア365日」
日時　9月4日（日）14:00～16:00

名作を楽しむ会
ワールドトラベル「フランス」
日時　9月8日（木）13:00～14:10

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科学実験室。9月のテー
マは「回るモーターと回らないモーター」。
対象　小学1年生以上
日時　9月10日（土）13:30～15:00　
※子ども科学実験室は13:30～14:15
　http://www.geocities.jp/science_iii/

講座・絵本を楽しむ
朗読「ちょっとこわいお話」
日時　9月25日（日）10:00～12:00

あかちゃんと絵本のへや
日時　9月28日（水）11:00～12:00

自然教室「砂で作ろう、砂を学ぼう
～砂絵と砂時計づくりに挑戦～」
　砂鉄集め、砂と砂丘の自然観察、砂時計と
砂絵づくりなど、砂をテーマに遊びながら学
びます。
対象　小学生以上（3年生以下は保護者同伴）
日時　10月1日（土）10:00～15:00
集合　9:30市役所または9:50石狩浜海浜
植物保護センター
持ち物　昼食、筆記用具、動きやすい服装、
作品持ち帰り用ビニール袋
定員　20人（先着順）
費用　300円（中学生以下100円）
申込締切　9月28日（水）

エネルギーフォーラム
「ＬＮＧ火力発電所のいま」
　ＬＮＧ火力発電所の構造や安全性、環境負
荷などを検証するとともに、道内エネルギー
供給基地を目指す石狩湾新港地域の可能性
について展望します。
日時　9月10日（土）14:00～16:45
内容　基調講演（ＮＨＫ解説委員　嶋津 八生
氏）、パネルディスカッション（（財）日本エネル
ギー経済研究所　森川 哲男氏、（株）えりす
いしかりネットテレビ　能村 久美子氏、石狩
市長　田岡 克介）
問合せ　企画課　172-3161

救急医療教室
日時　9月16日（金）18:30～
内容　介護場面での事故防止のための基礎
知識と実技－移乗･移動介助
講師　（社）北海道総合在宅ケア事業団リハ
ビリテーション支援部長　岡田 しげひこ氏
申込・問合せ　石狩医師会事務局　
172-7711

ゆるやかにつながる第2弾
　講演会「楽しみながら、支えあいながら、
　育てながら、地域をつくる」

日時　9月22日（木）18:00～
場所　花川北コミセン
内容　地域住民が集える場所であり、地域と
一体となってまちづくりを行っている「当別
町共生型地域オープンサロン」「コミュニティ
スペース光星」のボランティア実践について
聞く
講師　①当別町青少年活動センターゆうゆ
う24　菅原 秀和氏　②さっぽろ介護NPO支
援ネット事務局長　山本 純子氏
申込・問合せ　市民活動情報センター「ぽぽ
らーと」　177-7070

団体向けパソコン講習会
　基礎からブログ開設までを学んでみませんか。
対象　NPO法人、市民活動団体、市民
日時・内容　①9月29日（木）16:00～「パソ
コンの基礎」　②10月6日（木）16:00～「パ
ソコン操作からブログ開設へ」
講師　北海道NPOサポートセンター
定員　5団体
費用　1講習500円

石狩浜渡り鳥と秋の草花観察会
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
日時　9月10日（土）9:00～12:00
持ち物　動きやすい服装、雨具、双眼鏡（貸
し出しもあり）
定員　30人（先着順）　　費用　無料
申込締切　9月8日（木）　※市内送迎バスあ
り。バス利用申込は9月4日（日）まで

　休館のお知らせ

　冷暖房熱源切り替え工事のため、10月3日
（月）～7日（金）は休館します。

敬老の日無料開放
対象　65歳以上の方　※年齢が確認できる
ものをお持ちください
日時　9月19日（月・祝）9:30～21:30

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　10月1日（土）～11月19日（土）の毎週
土曜（全8回）9:45～10:30
費用　6,400円
定員　10組（先着順）　※最少開講人数5組
申込方法　9月1日（木）～26日（月）に費用・
印鑑を持参し申し込み

大人の水泳教室（10・11月実施分）
日程　①初心者コース（毎週土曜、全8回）
②ナイト初心者コース（毎週月曜、全7回）
③ナイト水中運動コース（毎週木曜、全6回）
④平泳ぎコース（毎週水曜、全7回）
⑤バタフライコース（毎週金曜、全7回）
時間　①12:30～13:30　②③19:30～20:30
④⑤9:45～10:30
費用　①6,400円　②5,600円
③4,800円　④⑤4,900円
定員　10人（先着順）   ※最少開講人数5人
申込方法　9月1日（木）～26日（月）に費用・
印鑑を持参し申し込み

おはよう太極拳
日時　9月3日（土）、10月1日（土）6:30～7:00
場所　石狩ふれあいの杜公園（樽川4-1）
問合せ　地域包括支援センター    172-7017

石狩スキー連盟30周年記念
プロスキーヤー児玉毅 講演会
日時　9月11日（日）16:30～（受付16:00）
場所　ガトーキングダムサッポロ
内容　「スキーを担いで世界を旅する」をラ
イフワークとするエクストリーマー児玉毅氏
が冒険を語る
費用　無料
申込・問合せ　石狩スキー連盟　大江さん
1566-4523




