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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

石狩浜海浜植物保護センター
弁天町48-1　160-6107

りんくる
花川北6-1-41-1　172-8343

花川北コミセン
花川北3-2-198　174-6525

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

市役所
花川北6-1-30-2　代表172-3111

まがたま

9月号は7/31●まで火

ロビー展
　第13回「書の研究」
　石狩市書道協会作品展

　20歳～ 90歳までの作品をご覧ください。
日時　7月2日（月）～ 6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

企画展　海辺の自然で自由工作・
調べ学習にチャレンジ
　石狩浜の自然を材料にした、夏休み自由
研究のアイデアやヒントを展示します。
日時　7月5日（木）～ 8月6日（月）9:00 ～ 17:00
（火曜休館）

夏休みミニ自然教室　海辺の素材
でクラフト遊び＆自然ガイド
対象　5歳以上
日時　7月28日（土）・29日（日）、8月4日（土）・
5日（日）・10日（金）・11日（土）11:00 ～
15:00（時間内出入り自由）

自然教室　海浜植物で草木染め
　ハマナスの葉や根を用いて、ハンカチや
スカーフを染めます。
対象　小学生以上（3年生以下は保護者同伴）
日時　8月2日（木）10:00 ～ 15:00
集合　9:50石狩浜海浜植物保護センター
定員　15人（先着順）
費用　300円（中学生以下100円）　※材料
費別途（ハンカチ100円、スカーフ300円）
持ち物　昼食、飲み物、帽子、タオル、筆記用
具、エプロンまたは汚れてもいい服装、軍手、
お持ちの方は剪定ばさみ
申込締切　7月30日（月）

体験講座　勾玉作り
　勾玉とは、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ものです。
一番軟らかい石（滑石）で作りますので短時
間で仕上がります。
対象　小学生以上（低学年は保護者同伴）
日時　7月22日（日）10:00 ～ 12:30
定員　25人（先着順）
費用　500円
（教材・保険料込み）
持ち物　天候に合わせた
服装、大きめのレジ袋
申込期間
7月1日（日）～ 15日（日）

川原先生の原発出前授業
日時　7月8日（日）13:30 ～ 15:30
講師　札幌琴似工業高等学校　川原 茂雄氏
費用　無料
主催・問合せ　いしかり苺の会　柿崎さん
1574-6330

ガーデニング講習会　
　庭で冬越し出来る宿根草

　いしかり市民カレッジ連携講座です。
日時　7月10日（火）13:30 ～ 15:00
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　20人　
費用　1,000円（テキスト代含）
申込・問合せ　小さな花園　元井さん　
1090-6213-3170　572-8397

石狩寄席～特盛り！落語会
　あの「たい平＆さん平」来たる

日時　7月14日（土）13:00開演
費用　前売券2,000円、当日券2,500円
主催・問合せ　ＮＰＯ法人石狩市文化協会
175-1288

第2回石狩追分･浜益道中唄全国大会
日時　8月19日（日）10:00開演
費用　前売券1,500円　当日券2,000円
そのほか　舞踊 西川流西川鯉ふじ知氏（地
元石狩市出身）の賛助出演あり
問合せ　松木さん　176-6672

沖縄問題についての学習会－その３－
日時　7月1日（日）10：00～ 12：00
費用　300円（会場代・資料代込み）
問合せ　「命（ぬち）どぅ宝」と手を結ぶ石狩
市民の会　瀬尾さん　1090-7659-7349

ふれあい広場いしかり
　「やさしさの風になろうよ」をテーマに、全
ての人がともに学び合い、語り合うイベント
です。ふれあいホール（ビールパーティー）の
前売券は、りんくる窓口のほか一部商店でも
取り扱っています。
日時　7月15日（日）10:00 ～
問合せ　ふれあい広場実行委員会（市社会
福祉協議会内）　172-8184

太極拳教室
対象　市民
日時　7月30日～ 10月1日までの毎週月曜
（全10回）10:00 ～ 11:30　※9月17日は祝
日のため翌日に振替
講師　森 豊貴氏
定員　40人（先着順）
費用　3,000円
申込締切　7月13日（金）
申込･問合せ　地域包括支援センター　
172-7017

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～
　ボールやフラフープ・縄跳びなどを使っ
て、できる動きを増やします。
日時　小学生7月7日（土）、中・高校生7月1日
（日）ともに11:00 ～ 11:45
持ち物　運動できる服装・靴

地域交流事業～第10回コーディネー
ション運動で動ける身体づくり～
　ボールやフラフープを使って思い通りに
動ける身体を目指します。
対象　60歳以上の方
日時　7月10日（火）10:00 ～ 11:00
定員　10人　持ち物　運動できる服装・靴
申込期限　7月9日（月）

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
日時　7月14日（土）13:30 ～

バドミントン交流会
対象　小学生～高校生
日時　7月22日（日）13:00 ～ 13:50

あいぽーとスペシャル縁日
　お化けやしきやビンゴなど、たのしいゲー
ムで盛りあがろう。こどもまつりで使える
「ぽーと券」がたくさん
もらえます。
日時　7月30日（月）
12:30 ～ 15:30
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市民プール
花川北3-2-198　174-6611

B＆G海洋センター
花畔337-4　164-6010

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

市民図書館
花川北7-1-26　172-2000

緑苑台パークゴルフ場
緑苑台中央3-602　172-5610

学び交流センター
花川北3-3（旧紅葉山小学校）　174-8889

そのほか

たそがれ

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

●

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11日～ 9月29日毎週土曜（9月22
日を除く全7回）9:45 ～ 10:30
定員　20組（先着順）　※最少開講人数5組
費用　5,600円

大人の水泳教室
　大人初心者コース

日時　8月11日～9月29日の毎週土曜（9月
22日を除く全7回）12:30 ～ 13:30
費用　5,600円

　ナイト初心者コース

日時　8月6日～9月24日の毎週月曜（8月13
日・9月17日を除く全6回）19:30 ～ 20:30
費用　4,800円

　ナイト水中運動コース

日時　8月9日～9月27日の毎週木曜（全8回）
19:30 ～ 20:30
費用　6,400円

　平泳ぎ上達コース

日時　8月8日～ 9月26日の毎週水曜（8月15
日を除く全7回）9:45 ～ 10:30
費用　4,900円

　バタフライ上達コース

日時　8月10日～ 9月28日の毎週金曜（全8
回）9:45 ～ 10:30
費用　5,600円

　共通事項

定員　15人（先着順）　※最少開講人数5人
申込方法　7月2日（月）～ 26日（木）に費用、
印鑑を持参し申し込み

夏休み黄昏無料開放
日時　7月30日（月）～ 8月5日（日）16:00 ～
19:00
問合せ　（財）石狩市体育協会　164-1220

第４回 緑苑台チャンピオンＰＧ大会
対象　緑苑台パークゴルフ場利用者
日時　8月5日（日）
定員　100人（先着順）
費用　1人800円
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（月）
申込・問合せ　（財）石狩市体育協会　
164-1220

ふまねっと健康教室
日時　①7月12日（木）　②7月26日（木）
10:30 ～ 12:00
内容　50㎝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
持ち物　底の平らな上靴
費用　2回500円（1回のみの参加も可）
申込・問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

初心者スポーツ教室
「カローリング」
　ご家族やお友達で気軽に参加できる
ニュースポーツです。
対象　市民（小学生以上）
日時　7月13日（金）・27日（金）18:30 ～ 20:30
講師　石狩市スポーツ推進委員協議会
定員　30人（先着順）
費用　無料（高校生以上は施設利用料100円）
持ち物　上靴、運動しやすい服装
申込・問合せ　スポーツ健康課　
172-6123

　7月の休館日
月曜休館　2日・9日・16日・23日・30日
祝日振替休館　17日（火）

本の特集コーナー
本館　「出かけよう！」「オリンピックをもっと
楽しもう！」
分館
花川南　「おもしろ事典大集合」
八幡　「アウトドアで夏を先取り！」
厚田　「おさかながいっぱい」
浜益　「ペットは、家族！」

えい･あい館映画上映会
「伊丸岡理事長のあしあと」
日時　7月1日（日）14:00 ～ 14:50

本館おはなし会
日時　7月7日（土）・14日（土）・15日（日）・
21日（土）・29日（日）11:00 ～ 11:30

名作を楽しむ会「日本の名峰」
日時　7月12日（木）13:00 ～ 14:20

講座・絵本を楽しむ
日時　7月22日（日）11:00 ～ 12:00
内容　「狂言絵本とことばあそび」

夏休みDVD特別上映会
（親子向け）
日時　7月29日（日）10:00 ～ 10:40
内容　「ブレーメンのおんがくたい」ほか1本

子育て応援電話
ママパパラインほっかいどう
　受け手傾聴ボランティア養成講座

対象　18歳以上で子育て支援に関心のある方
日時　7月7日（土）10:00 ～ 17:00
内容　子育て中の方が、悩みや愚痴など何
でも話せる匿名の電話「ママパパライン」の
受け手ボランティア養成講座
講師　いしかり福祉会えるむの森保育園園長
坪田清美さん、カウンセラー　西田葉子さん
定員　20人（先着順）
費用　2,000円
申込・問合せ　特定非営利活動法人こども・
コムステーション・いしかり　1564-5640
　comstation@ray.ocn.ne.jp

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。7月のテー
マは「『重心』って何だろう？ ̶北海道の重心
を探そう̶」。
対象　小学1年生以上
日時　7月14日（土）13:30 ～ 15:00
※科学実験室は13:30 ～ 14:15

夏休み特別開館（本館のみ）
　9時30分開館　朝から図書館へ、
　Let's　go！！

期間　7月24日（火）～ 8月19日（日）

ユネスコの心と世界に目を向ける会
対象　小学4年生以上
日時　7月28日（土）10:30 ～ 14:30
※昼食持参
内容　工作したり、世界の国の話を聞いた
り、クイズに挑戦！
定員　20人（先着順）
申込・問合せ　石狩ユネスコ協会青年部代表
新屋さん　1090-7056-4754

NPOの基盤強化地域セミナー
　NPO等団体運営のスキルアップに向けた
セミナーです。
日時　7月24日(火)13:30 ～ 15:30
※個別相談時間あり
講師　北海道NPOサポートセンター
費用　無料

石狩尚古社所蔵品展
「辰・竜・龍」開運龍尽くし
日時　7月1日（日）～ 11月4日（日）10:00 ～
17:00
場所　石狩尚古社資料館（本町3）
休館日　不定休・要電話確認
問合せ　中島さん　162-3380


