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12月号の
原稿締切 10/31●まで木

本欄へ掲載希望の方は、左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     hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jp
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10/2（水）～23（水）
子母澤寛
新発見原稿展示

　旧厚田村出身の作家、子母澤寛関係の
新たに発見された原稿２点を展示します。
一点目は昭和３１年、東京新聞のために書
いたコラムの自筆原稿です。わずか原稿
用紙２枚ですが、子母澤寛の知られざる一
面を垣間見ることのできる貴重なものと
なっています。もう一点は、子母澤寛が亡
くなった際に、俳優・市川右太衛門によっ
て書かれた追悼文原稿です。きちょうめん
に書かれた自筆原稿であり、わが子北大
路欣也と共演した「父子鷹」の思い出など
子母澤寛との古くからの付き合いがうか
がえます。
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/5（土）
あいぽーと
おもいっきりＡＳＯＢＩ

　今月のテーマは「ジャンケン」です。ジャ
ンケンにはたくさんの遊びが隠されてい
ます。新しいあそびをみつけよう☆
対象　小学生
時間　11:00 ～ 11:30
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）176-6688

10/6（日）
トークイベント ウミベオロジー／
石狩海辺学2013

　海辺は海と陸が出会う場所。その知ら
れざる姿を、自然と歴史の両面から３人の
学芸員が語る！　※参加無料・申込不要で
すが、座席数には限りがあります（80席）
時間　16:30 ～ 18:00
場所　紀伊國屋書店札幌本店（札幌市中
央区北5西5）1階インナーガーデン
問合せ　いしかり砂丘の風資料館
162-3711

10/6（日）
石狩エンジェル・クレア
第13回定期演奏会

時間　14:00開演
場所　学び交流センター（花川北3-3）
内容　ミュージカル「くるみ割り人形」、と
なりのトトロ、歌よありがとう ほか
費用　無料
問合せ　星さん1564-3271
　http://www.geocities.co.jp/MusicHall
/8494/

10/6（日）
いしかり食と農のカレッジ

稲刈り＆石狩鍋を作ろう！
　みんなで稲刈りをした後は、石狩鍋を
作っておいしくいただきます。
時間　9：30～ 14：00　集合場所　花川
北コミセン（花川北3-2）※各自、車で移動
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、防寒着、エプロン　定員　40人（先着順）
費用　2,000円（小学生～高校生1,500
円、小学生未満1,000円）
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

10/9（水）

ウオー9の日イベント
「紅葉ウオーク」

時間　10:00 ～ 11:30
※雨天中止
集合場所　紅葉山公園
西側駐車場（花川北2-3）
コース　紅葉山公園～石狩手稲線～斜め
防風林～紅南公園～紅葉山公園（約6km）
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴・服装
そのほか　申込不要。直接会場へ
問合せ　スポーツ健康課172-6123

①10/10（木） ②③10/12（土） 
ガーデニング講習会

時間　①10:30～12:00　②11:30～13:00
③14:00～15:30
場所　①花川南コミセン（花川南6-5）　
②③花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①バラの剪定（せんてい）と冬仕度
②③チューリップの寄せ植え
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　①16人　②③各8人
費用　1,000円（講習費）+②③3,000～
5,000円（教材費）
申込方法　氏名・住所・電話番号を明記し
ファクス
申込・問合せ　小さな花園　元井さん
1090-6213-3170　572-8397

10/10（木）～12（土）
包丁とぎ講座

時間　各日9:30 ～ 11:00
持ち物　包丁（3丁まで）、タオル
定員　各日5人（先着順）　費用　500円
申込方法　10/1（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

10/10（木）・24（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）
持ち物　底の平らな上靴
費用　2回500円（1回のみ参加も可）
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
1574-7160

10/10（木）
名作を楽しむ会
(DVD上映会)

「失われた文明　インカ・マヤ①～アンデ
ス　ミイラと生きる～」
時間　13:00 ～ 14:00
内容　インカ帝国において、死後も生き
続けるミイラという存在は、皇帝が政治的
に利用するほど重要なものでした。インカ
帝国の繁栄を裏で支えていたミイラ文化
を描きます
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/11（金）･12（土）
布ぞうり作り講座

時間　各日9:30 ～ 12:00
持ち物　古着（浴衣・バスタオルなど）
※古着がなくても参加可
定員　各日5人（先着順）　費用　300円
申込方法　10/1（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（土）
こども未来館まつり
2013

　こども商店街をはじめ、こども実行委員
会で考えた楽しいコーナーがいっぱい！
時間　10:00 ～ 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

10/12（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「なぜ、牛乳は『白い』のだろう！」。
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
　 http://www.geocities.jp/science_iii/
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10/12（土）
石狩病院
市民公開講座

時間　14:00 ～ 15:00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　①歩行のためのトレーニング～私
生活においての転倒防止～　②泌尿器科
の病気について～どんな病気があるの？
どんな検査をするの？～
講師　①伊藤 健仁氏（柔道整復師）
②森川 満氏（院長・泌尿器科医師）
問合せ　石狩病院　医事課内医療公開講
座窓口174-8611

①10/12（土） ②10/13（日）
第22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　①ビンゴ大会　②玉木宏トークショー
①②模擬店・展示、フリーマーケット、図書
館一般開放ほか
問合せ　藤花祭実行委員会
　 hanakawa-toukasai@hotmail.co.jp

10/13（日）
藤女子大学
人間生活学部公開講座

「石狩から発信するICT教育と21世紀型
スキル」
　ICT教育を通じて、21世紀スキルを子
どもたちに修得させるための教育実践を
推進している紅南小学校の取り組みをご
紹介し、ICT教育の将来像を考えます。
時間　13:00 ～ 15:00
内容　石狩市におけるICT教育の推進状
況、紅南小学校でのICT教育の推進、小学
校でのICT教育の実践映像、グローバルな
教育動向から見た石狩市の教育ほか
定員　140人（申込不要）
費用　無料
場所・問合せ　藤女子大学花川キャンパス
（花川南4-5）174-3111

10/13（日）
映画「じんじん」
石狩上映会

時間　①10:00 ～　②13:30 ～
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　俳優・大地康雄が企画・主演し、剣
淵町を舞台に絵本の読み聞かせを通して
親子・家族・地域のふれあいと絆を描いた
心温まる作品です
費用　前売1,000円、当日1,500円、小・
中・高校生500円
そのほか　映画「じんじん」石狩上映会実
行委員会主催
問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/13（日）
いしかり こどもまつり
2013

　体験型あそびがてんこもり！！ みんなは
何に挑戦する？
時間　10:00 ～ 15:00　
場所　こども未来館「あいぽーと」（花川北7-1）
そのほか　平成25年度子どもゆめ基金助成活動
問合せ　NPO法人こども・コムステーション・
いしかり164-5640

10/13（日）
えい・あい館映画上映会
（DVD上映会）

「彼女と彼」
時間　14:00 ～ 16:00
内容　近代化された団地に住む平凡なサ
ラリーマンとその妻が、微妙に食い違って
くる愛の問題から、平和な生活に疑問を感
じるようになっていきます
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

10/13(日)
子ども達のフッ化物洗口と健康
への影響についての学習会

時間　18：30～20：00
場所　パストラル会館（樽川6-2）
講師　堀　弘子氏　費用　無料
問合せ　子供達のフッ化物洗口を考える
会　糟谷さん172-5039

10/14（月・祝）
サン・ビレッジいしかり
「体育の日」無料開放

　スポーツの秋！ さまざまなスポーツを無
料で体験できます。
【トレーニングルーム】
9:30 ～ 21:30（指導者はいません。中学
生以下の使用は不可）
【アリーナ】
10:00 ～ 12:00ソフトボール（中学生女子
による対抗試合）、12:30 ～ 14:30ミニソ
フトボール（小学生対象）、15:00 ～ 17:00
テニス、17:00～17:30テニス（国体北海
道代表選手によるデモンストレーション）、
18:00 ～ 20:00アーチェリー
【ミーティングルーム】
10:00 ～ 12:00エアロビクス等、12:00 ～
14:00フラダンス、16:00 ～ 18:00少林寺拳法
【共通事項】
場所　サン・ビレッジいしかり（新港中央1）
持ち物　上靴
そのほか　申込不要。各種目に指導者を
配置しますので、初心者の方もご利用くだ
さい（運動用具貸出あり）
問合せ　スポーツ健康課172-6123

10/14（月・祝）
体育の日無料開放

時間　9:30 ～ 21:30
そのほか　小学生以下は保護者同伴
場所・問合せ　市民プール（花川北3-2）
174-6611

10/16（水）～20（日）
第10回小さな写真展

場所　市民図書館（花川北7-1）
【展示用写真を募集中！】
　市内に咲く草花や寄せ植え、個人のお
庭の風景などを収めた写真を募集します。
募集期限　10/11（金）
申込・問合せ　フラワーマスター連絡協
議会事務局（都市整備課）172-3139

10/16（水）
こども未来館
文化活動

アンディ先生のストリート・マジック
どこでもイリュージョン
対象　3歳～ 18歳　※入場無料。こども
未来館にある整理券が必要です
時間　16:00 ～
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
問合せ　こども未来館「あいぽーと」
176-6688

10/19（土）
自然観察会
石狩秋の自然巡り

　厚田・浜益を巡り、動植物の観察を通し
て、人と自然のつながりを学びます。
対象　小学4年生以上　※小学生は保護
者同伴
時間　9:00 ～ 16:00
集合解散場所　市役所駐車場（厚田・浜益
方面へバスで移動）
持ち物　昼食、飲み物、雨具、筆記用具、お
持ちの方は双眼鏡
定員　30人（先着順）
費用　300円、中学生以下100円
申込期限　10/16（水）
申込・問合せ　環境課172-3240

10/19（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「くもりときどきミートボール」
対象　小学生
時間　13:00 ～ 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


