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12月号の
原稿締切10/31●まで水

本欄へ掲載希望の方は、上記日付までに秘書広報課へ持参（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。
〒061-3292　花川北6条1丁目30-2　574-5581
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10/2（火）
セミナー ～カリスマ駅弁販
売員が語る奇跡のサービス！

時間　18：00 ～ 20：00
場所　石狩商工会館（花川北6-1）
講師　日本レストランエンタプライズ弁当
営業部大宮営業所長　三浦 由紀江氏
申込・問合せ　石狩商工会議所指導課　
172-2111

10/3（水）
「終活」（遺言、お葬式、相
続）無料セミナー

対象　市民     　時間　13：00 ～ 14：00
場所　りんくる（花川北6-1）
定員　20人（先着順、申込不要）
問合せ　池田法務事務所　172-3558

10/6（土）・7（日）
第21回　藤花祭

時間　10：00 ～
場所　藤女子大学花川キャンパス（花川南4-5）
内容　受験生対象個別相談会、フリーマー
ケットほか／ 6（土）人間生活学部公開講
座、保育フォーラムほか／ 7（日）桐山漣
トークショー
問合せ　藤花祭実行委員会
　hanakawa-toukasai@hotmail.co.jp

10/6（土）～14（日）
小檜山博資料展
「北の風土・情念の世界」

場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

①10/6（土）　②10/7（日）
寺島先生のコーディネー
ション道場

運動を好きになろう
　今月のテーマは「定位・分化能力」。力加
減をおぼえよう。
対象　①小学生　②中・高校生
時間　①11：30 ～ 12：15　②11：00 ～ 11：45
定員　各日10人（先着順）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

10/7（日） ※雨天8（月・祝）に延期
稲刈り＆イモ掘り体験

イモもち料理教室＆畑で焼き鳥ランチ
時間　9：30 ～ 15：00　　定員　60人
集合場所　市役所駐車場（花川北6-1）
※各自、車で美登位まで移動
講師　北海道フードマイスター　木村 光江氏

持ち物　軍手、タオル、汚れてもいい服装・
靴、お皿、はし、コップ
費用　1,500円（高校生以下1,000円、小学生未
満500円）　※料理代、お土産（イモ）付き
申込・問合せ　るるる♪キッチンガーデンく
らぶ事務局　栗原さん　1011-736-9811

10/7（日）
えい・あい館映画上映会

「アラスカ友情＆冒険の旅」
時間　14：00 ～ 14：50
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/9（火）
地域交流事業～コーディネーション
運動で動ける身体づくり～

対象　60歳以上 
時間　10：00 ～ 11：00
定員　10人　　 申込締切　10/8（月・祝）
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

10/9（火）※雨天中止

ウオー9の日イベント

ウオーキング＋健康遊具でフィットネス
時間　10：00 ～ 12：00
集合場所　紅葉山公園西側芝生広場（花
川北2-3）
コース　花川北地区、約6キロ
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴
そのほか　健康遊具の上手な活用講習を
実施、申込不要、直接会場へ
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

10/9（火）～ ※全4回
元気を食べる！
手づくりピザ教室

日時　10/9（火）・12（金）・23（火）・26（金）
10：00 ～ 12：00
定員　8人　　費用　1回500円
持ち物　エプロン、手ふき
申込締切　各教室開催2日前の15：00まで
場所・申込・問合せ　エコマイスター良子
の店（りんくる東口向いの黄色の建物）
久保さん　1090-2057-4020

10/10（水）
DVD「内部被爆を生きぬ
く」を観る

時間　10：00 ～ 20：00

場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　ドキュメンタリー映像作家・鎌仲ひ
とみ監督の最新作！ 医師4人と生活者への
インタビュー
費用　700円（高校生以下無料）
申込・問合せ　いしかり苺の会　柿﨑さん
1574-6330

10/11（木）～13（土）
包丁とぎ講座

時間　9：30 ～ 11：00
定員　各日5人（先着順）　　費用　500円
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
申込期間　10/2（火）9：00から電話申込
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1-22-63）　164-3196　※月曜・祝日休館

10/11（木）・25（木）
ふまねっと健康教室

時間　10：30 ～ 12：00
場所　学び交流センター（花川北3-3）
費用　月2回500円（1回のみの参加も可）
持ち物　底の平らな上靴
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
1574-7160

10/11（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「元気法話～寂庵にて～」
時間　13：00 ～ 14：20
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/12（金）･13（土）
布ぞうり作り講座

時間　9：30 ～ 12：00
定員　各日5人（先着順）　　費用　300円
持ち物　古着（浴衣･バスタオルなど）
※古着がなくても参加可
申込期間　10/2（火）9：00から電話申込
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1-22-63）　164-3196　※月曜・祝日休館

10/12（金）～28（日）
ArtWarm10周年記念展
「WONDER WONDER」

時間　10：00 ～ 19：00
場所　ArtWarm（花畔1-1）　※水曜休館
内容　版画・写真・服飾・植物など
問合せ　「WONDER WONDER」実行委員会
田中さん　1080-5561-1530
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小中学生が参加できる行事です いしかり市民カレッジの講座です

10/12（金）
石狩湾新港第1船入港
30周年記念事業

時間　①13：45 ～ 16：30
②17：30 ～ 19：00
場所・内容　①花川北コミセン（花川北3-2）シ
ンポジウム・表彰式　②ガトーキングダムサッポ
ロ（札幌市北区東茨戸132）祝賀会　※花川北コ
ミセンから祝賀会会場までの無料送迎バスあり
費用　①無料　②5,000円（祝賀会会費）
申込方法　市HPより申込用紙をダウン
ロードし、10/10（水）までにメールまたは
ファクスで申し込み
申込・問合せ　企業誘致室　172-3158
572-3540
    kouwank@city.ishikari.hokkaido.jp

①10/12（金）　②13（土）
まちに元気のタネをまこう！

　「ライジングサン・ロックフェスティバ
ル」で環境対策を行っている環境NGO 
ezorockの代表者の講演やワークショップ
で石狩の未来を考えてみませんか？
時間　①12（金）18:00～20:00
②13（土）13:30～16:30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①講演会「石狩に魅了された若者たち」
②ワークショップ「石狩の明日をひらく」
講師　環境NGO ezorock代表理事　草野 
竹史氏
定員　①なし（申込不要）
②20人（先着順、電話申込）
申込・問合せ　市民活動情報センター「ぽ
ぽらーと」　177-7070

10/13（土）
自然観察会
～石狩秋の自然巡り～

時間　8：50 ～ 16：00
集合場所　8：50市役所駐車場（花川北6-1、
厚田・浜益方面へバスで移動）
定員　30人（先着順）
費用　300円、中学生以下100円 
 ※小学生は保護者同伴
持ち物　昼食、飲み物、敷物、帽子、上着、
雨具、筆記用具、お持ちの方は双眼鏡（貸
出も少数あり）、運動靴
申込締切　10/10（水）
申込・問合せ　環境課　172-3240

10/13（土）
石狩イコロピザフェスタ・
2012秋

　石狩の農水産物が味わえるピザ（750
円）を販売します！ ピザはフルーツ、マルゲ
リータ、鮭醤油の3種です。
時間　9：30 ～　※売り切れ次第終了　
場所　JAいしかり地場市場「とれのさと」
（樽川120-3）
問合せ　石狩イコロの会事務局（農林水産
課内）　172-3164

10/13（土） ※雨天決行
第7回
ガーデニング講習会

対象　市民
時間　10：00 ～ 11：30
場所　紅葉山公園管理棟前（花川北2-3）
講師　ガーデンデザイナー　受川 とも子氏
内容　公園内花壇へ球根の植え込みほか
定員　25人（先着順)
持ち物　筆記用具、シャベル
申込締切　10/10(水）
申込・問合せ　石狩総合管理協同組合　
176-2233　576-2244（平日9：30～17：00）

10/13（土）・14（日）
チューリップの寄せ植え

コンテナまたはリースカゴ
時間　13（土）12：30～14：00、15：00～16：30、
18：30～20：00
14（日）10：30 ～ 12：00、13：30 ～ 15：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　英国王立園芸協会日本支部　コン
テナガーデニングマスター　元井 弘美氏
定員　各回6人
費用　1,000円（講習費）＋3,000円～ 5,000円
（材料費）
申込・問合せ　小さな花園　元井さん
1090-6213-3170　572-8397

10/13（土）
図書館協力事業・講演会
「小檜山博文学の世界」

時間　①13：30 ～ 15：00
②15：00 ～ 16：00
場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　①～「夢」と「優しさ」の伝道師～小
檜山博の文学世界
②「北海道で生きる」
講師　①文芸評論家　黒古 一夫氏　
②作家　小檜山 博氏
問合せ　小檜山博文学を読む会　葛西さん
173-6954

10/13（土）
ラウンジシアター

大画面で映画鑑賞会
対象　小学生～高校生
時間　13：30 ～ 15：00
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

10/13（土）
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。10月
のテーマは「空気の流れに乗って」。
対象　小学1年生以上
時間　13：30 ～ 15：00
※科学実験室は13：30 ～ 14：15

場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/13（土）～ ※全4回
カローリング教室

対象　市民　
日程　①10/13（土）　②10/18（木）
③10/23（火）　④11/8（木）
時間　①9：30 ～ 11：30　②③④18：30 ～
20：30
場所　①花川南コミセン（花川南6-5）　
②聚富小中学校（厚田区聚富）
③花川北コミセン（花川北3-2）
④浜益スポーツセンター（浜益区群別）
講師　石狩市スポーツ推進委員協議会
定員　30人（申込多数時抽選）
申込締切　各教室開催日の2日前まで
申込・問合せ　スポーツ健康課　
172-6123

10/14（日）
きのこ野外教室

　きのこの見分け方、きのこ狩りの仕方、千
年の森の見学や入林マナーも学びます。
時間　8：30 ～ 15：00　※雨天決行
集合場所　市役所北側駐車場（花川北6-1）
※厚田までバス移動
講師　藻岩山きのこ観察会
定員　30人（先着順）
費用　800円（保険代・キノコ汁代含む）
持ち物　弁当（おにぎり）、飲み物、野外活
動できる服装、雨具ほか
申込・問合せ　いしかり森林ボランティア
「クマゲラ」　関さん　1574-4502

10/14（日）
野外講座　石狩ビーチ
コーマーズ／秋の漂着物

　南の海から暖流が運んでくる漂着物を
観察・採集し、その正体や起源を考えます。
対象　小学4年生以上　※小学生は保護
者同伴
時間　9：00 ～ 13：00
場所　いしかり砂丘の風資料館～石狩浜
※砂浜を約3km歩きます
定員　20人（先着順）
持ち物　長靴、手袋、帽子等、ビニール袋
ほか
申込期間　10/1（月）～ 12（金）
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館
（弁天町）　162-3711


