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8/10（金）・11（土）
夏休み親子
ペットボトル工作教室

　リサイクル教室第2弾！　ペットボトルを
使用して風車などを作ります。
対象　市内の小学生（保護者同伴）
時間　9：30～12：00
定員　各日10人（先着順）　　費用　無料
持ち物　空のペットボトル（500mlを2本）
申込期間　8/1（水）9：00～電話で申し込み
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1-22）　164-3196　※月曜・祝日休館

8/10（金）・24（金）
初心者スポーツ教室
「カローリング」

対象　小学生以上の市民
時間　18：30～20：30
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337-4）
講師　石狩市スポーツ推進委員協議会
持ち物　上靴、運動しやすい服装
定員　30人（先着順）
費用　無料　※高校生以上は施設使用料100円
申込・問合せ　スポーツ健康課
172-6123

8/10（金）～12（日）
ライジングサン
ロックフェスティバル

　全国から約6万人の来場者が訪れる野外コ
ンサート。当日は、道路が混み合ったり、音が
響くことが予想されますが、ご理解願います。
時間　午後～12（日）早朝
場所　石狩湾新港樽川ふ頭横（新港中央1周辺）
問合せ　㈱ウエス　1011-614-9999（平
日11：00～18：00）
【環境対策活動ボランティア】
　ライジングサンロックフェスティバルでの
ボランティアを募集します。　※要事前申込
日程　8/10(金)～12(日)
※全日コース、週末コースあり
内容　ごみ分別ナビゲート・エコアクション
キャンペーンブースの運営・特製ごみ袋の配布・
石狩で栽培したオーガニックじゃがいもの配布
申込方法　　  www.ezorock.org
申込・問合せ　環境NGO ezorock　
15011-562-0081
     info@ezorock.org

8/11（土）
夏休み
Cooking de 自由研究

　火を使わないカンタンレシピを開発しよう！
対象　小学生（保護者同伴）
時間　10：00～13：00
場所　藤女子大学調理室（花川南4-5）
定員　20組　　費用　無料
申込・問合せ　藤女子大学人間生活学部
食物栄養学科　隈元ゼミ
1090-6264-6005　隈元（くまもと）さん
※月～金9：00～18：00　
　 harukuma@fujijoshi.ac.jp

 8/11（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。8月のテーマは「お
湯の中で液体になる金属を作ろう」。
対象　小学1年生以上
時間　13：30～15：00
※科学実験室13：30～14：15
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/12（日）
市民プール
「障がい者無料開放」

持ち物　障害者手帳
そのほか　介助者1人無料
場所・問合せ　市民プール（花川北3-2）
174-6611

8/12（日）　
夏休み特別企画
竹とんぼづくり教室

対象　小学生と親
時間　①10：00～11：30　②13：00～14：30
講師　伝承あそびボランティア「おてだま」
定員　①②とも10組（先着順）
費用　100円（小学生1人に付き）
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

8/12（日）
あいぽーとワークス
ハンドメイドアートづくり

対象　小学生
時間　13：00～15：00
定員　10人（先着順）
費用　300円
場所・問合せ　こども未来館あいぽーと
（花川北7-1）　176-6688

8/14（火）
地域交流事業

　今月のテーマは「バランス」です。年齢を
重ねると落ちてくるバランス能力を鍛えて
生き生きとした生活を！
対象　60歳以上
時間　10：00～11：00
持ち物　運動できる服装・靴
定員　10人
申込締切　8/13（月）
場所・申込・問合せ　こども未来館あい
ぽーと（花川北7-1）　176-6688

8/15（水）
8.15平和の鐘を鳴らそう

　世界平和の実現と東日本大震災の被災
者を弔い、早期復興を祈ります。
時間　11：55～12：10
場所　大心寺（浜益区）、常照寺（厚田区）、

正眼寺（厚田区）、曹源寺、能量寺、立江寺、
龍徳寺、了恵寺、永泉寺
問合せ　石狩ユネスコ協会事務局
1090-5981-4993

8/18（土）
あいぽーとワークス
水ロケットを飛ばそう

【パラシュートつきにチャレンジ】
対象　小学5年生～高校生
時間　13：00～15：30
持ち物　500mlペットボトル2本（炭酸飲
料のもの）
定員　25人
費用　500円
場所・問合せ　こども未来館あいぽーと
（花川北7-1）　176-6688

8/22（水）
集い活動（サロン）の
情報交換をしませんか

対象　地域住民同士による仲間づくりや
交流の場「サロン」を開いている方
時間　10：00～11：30
場所　公民館（花川北6-1）
申込・問合せ
市社会福祉協議会　172-8184

8/22（水）
有機栽培と
家庭菜園あれこれ

　有機栽培で家庭菜園のコツを学びま
す。初心者大歓迎！
時間　10：00～12：00
定員　20人
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　１・５ファーム　長 良幸氏
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（農林水産課内）
172-3164

8/22（水）
8月のロビーコンサート

【サマーミニコンサート】
　懐かしい童謡や指揮者作曲の曲など。
時間　12：30～12：50
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
出演　コル･ソナーレ
問合せ　社会教育課　172-3173

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
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8/25（土）
「あべ こうじ」
が来るよ！

8/24～9/14（全て金曜）
バウンドテニス
初心者教室

時間　12：30～14：30　※全4回
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
持ち物　室内運動靴
定員　20人（先着順）
申込締切　8/16（木）
申込・問合せ　石狩バウンドテニス協会
木田さん　1573-3690

8/25（土）
第39回
石狩の古老に話を聞く会

時間　13：30～
費用　200円
内容　浜益区在住の蛯名 幸四郎さんに
「浜益の交通」のお話を聞く
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）　172-2000

①8/25（土）・②26（日）
石狩まるごとフェスタ2012
～知って・つないで・石狩市の資源～

時間　①10：00～21：00　②10：00～15：00
場所　スポーツ広場特設会場（花畔337）
内容　地場農産物の販売、農商工連携商
品・地産地消商品の販売・紹介、市内団体・
企業展示、まるごと爆笑ライブ（あべこう
じ）、花火大会（8/25のみ）など
問合せ　いしかり産業まつり実行委員会事
務局　172-2111

8/25（土）
石狩病院
市民公開講座

時間　14：00～15：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①糖尿病について　②自宅ででき
るセルフケア～ストレッチのいろは
申込・問合せ　石狩病院医事課医療公開
講座窓口　174-8611

8/26（日）
花川南ふるさと
サマーフェスティバル

時間　10：00～
場所　石狩ふれあいの杜公園（樽川4-1）
※雨天時は南線小学校体育館
内容　模擬店、音楽発表、ゲーム大会ほか
問合せ　樽川中学校　小島先生
174-2352

8/26（日）
あいぽーとワークス
夏のキッチン＋料理で科学

対象　小学5年生～高校生
時間　10：00～12：30　　費用　100円
持ち物　エプロン、三角巾、お手ふきタオル
定員　8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

8/26（日）
卓球交流会

対象　小学生～高校生
時間　13：00～13：50
持ち物　運動のできる服装・靴
場所・問合せ　こども未来館あいぽーと
（花川北7-1）　176-6688

8/26（日）
カンボジアの農業事情

時間　13：00～15：00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　北海道有機農業協同組合初代組合
長　長 良幸氏
定員　25人（先着順）
費用　500円（資料代）
問合せ　笠原さん　1573-6862

8/28（火）
牛乳料理講習会

　良質なたんぱく質とビタミン類が豊富
でカルシウムを含む牛乳料理で心も体も
リフレッシュ！
時間　10：00～13：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　桜田 美楠子氏
定員　30人
費用　300円
持ち物　エプロン、三角巾、ふきん1枚
申込締切　8/20（月）
申込･問合せ　石狩消費者協会
172-2432（月～金曜10：00～15：00）

8/29（水）

ウオー9の日イベント

【リフレッシュウオーキング】
時間　9：30～11：30
集合場所　石狩ふれあいの杜公園（樽川
4-1）　※雨天時パストラル会館（樽川6-2）
コース　樽川地区 約6キロ
講師　バンドカフェ代表　高阪 美子氏
そのほか　台湾茶のミニ講座もあり
申込締切　8/22（水）
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

8/29（水）・30（木）・31（金）、
9/3（月）・4（火）・5（水）

ワード初級パソコン教室
対象　18歳以上の初心者
時間　10：00～12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　ワード2007を使い、マウス操作や
文字入力、最後は案内状や招待状を作成
定員　20人（先着順）
費用　教材費3,800円、講習料4,000円
申込締切　8/20（月）
申込・問合せ　石狩市公務サービス（株）
今村さん　176-2255

9/1（土）
自然教室

【ハマナスのジャム作り】
時間　9：30～12：00
持ち物　軍手、小さいスプーン、果物ナイ
フ（大人のみ）、汚れてもよい服装
【ススキの人形作り】
時間　13：00～15：00
【共通事項】
対象　小学生以上（3年生以下は保護者同伴）
定員　各15人（先着順）
費用　300円（中学生以下は100円）
申込締切　8/29（水）
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）　160-6107

9/3～24の月曜（全4回）
いしかり
市民カレッジ

   まちの先生企画講座2
   レクダンスで心も体も健康に【 軽やかなステップで若さを保つ 】
時間　10：30～12：00
場所　市公民館（花川北6-1）
講師　石山 枝津子氏（日本フォークダンス
連盟）
定員　20人(申込多数時抽選。最少催行人
数12人)
費用　2,000円（カレッジ生は1,600円）
持ち物　動きやすい服装、上履き、タオル、
飲み物
申込期間　8/1（水）～17（金）
申込･問合せ　いしかり市民カレッジ運営
委員会　174-2249

9/6（木）
第７回みなくる杯
パークゴルフ大会

時間　受付7：50～
定員　150人（先着順）
費用　800円（シーズン券のある方500円）
申込方法　望来コミセン（みなくる）・緑苑
台パークゴルフ場にある申込簿に記入
申込締切　8/27（月）
場所・問合せ　シーサイドみなくるパーク
ゴルフ場（厚田区望来27-1）　177-2833

ク

市民図書館　【夏休み特別開館】　日程　8/1（水）～19（日）9：30～


