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1月号の
原稿締切 11/30●まで土

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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11/1（金）～3（日・祝）
第26回
いしかり菊花展

時間　9:30 ～ 17:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　表彰式（11/3 10：00～）、菊作り初
心者相談コーナー、菊鑑賞説明コーナー
そのほか　各日10:00 ～ 15:00にお茶席あり
問合せ　瀬野さん174-0229

11/2（土）
「地域連携コミュニテイ
再生講座」全体フォーラム

　石狩管内の市民活動を行っている団体
が「協働」をテーマに語ります。提言者は東
京工業大学准教授　土肥 真人氏（コミュ
ニティーデザイン論）です。関心のある方
はどなたでも参加できます。
時間　14:30 ～ 17:30
場所　りんくる（花川北6-1）
問合せ　市民活動情報センター
「ぽぽらーと」177-7070

11/2（土）
石狩混声合唱団
第８回演奏会

　団員の平均年齢は66歳。元気に、楽しく
歌います！
時間　18:00開演
場所　札幌サンプラザコンサートホール
（札幌市北区北24西5）
内容　懐かしのヒットメドレー、青い山脈、
サウスポー、瑠璃色の地球など。金子み
すゞ「みすゞ このみち」ほか
費用　500円（中学生以下無料）
問合せ　岡野さん174-0421

11/3（日・祝）～10（日）
第2回
石狩美術協会展

　会員の力作30数点（油彩、水彩、版画、
陶芸、彫刻）を展示します。
時間　10:00 ～ 18:00　※最終日は16:00まで
場所　アートウォーム(花畔1-1）
問合せ　川本さん173-7315

11/3（日・祝）
えい・あい館映画上映会
（ＤＶＤ上映会）

「新しい風～若き日の依田勉三～」
時間　14:00 ～ 16:00
内容　明治15年(1882年)、「晩成社」を結
成した依田勉三(北村一輝)は、北海道十勝
原野の未知の荒野へ第一歩を踏み出します
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/4（月・振）
いしかり食と農のカレッジ 長いもゴボウ
堀り体験＆お好み焼きづくり

　生振で長いも・ゴボウの収穫体験をした
後は、お好み焼きを作ります。
時間　9：30～ 14：30
集合場所　花川北コミセン（花川北3-2）
※バスで移動
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、長靴、防寒着、エプロン、三角巾
定員　35人（先着順）
費用　1,500円（高校生未満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

11/4（月・振）～9（土）
第24回
水彩サークルせぴあ展

　風景、静物、人物などを描いた、会員15人
による水彩30点余りの作品を展示します。
時間　9:30 ～ 21:00（初日は12:00から、
最終日は14:00まで）
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
問合せ　岩佐さん174-7106

11/7（木）～9（土）
包丁とぎ講座

時間　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　11/1（金）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）164-3196　※月曜・祝日休館

11/8（金）
講演会
「食物アレルギーと学校給食」

　食物アレルギーについて、学校・家庭・
給食センターが正しい知識と情報を共有
しようとするものです。　※無料
対象　20歳以上の市民
時間　18：00～ 20：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　北海道文教大学人間科学部健康栄
養学科教授　医学博士　板垣 康治氏
定員　50人（先着順）
申込方法　11/1（金）9：00から電話申込
申込・問合せ　学校給食センター
164-0876

11/8（金）・9（土）
布ぞうり作り講座

時間　9:30 ～ 12:00
持ち物　古着（浴衣・バスタオルなど）
※古着がなくても可
定員　各日5人（先着順）　費用　300円
申込方法　11/1（金）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）164-3196　※月曜・祝日休館

11/9（土）

ウオー9の日イベント
ノルディックウォーキング講習会

時間　9:00 ～ 10:45
場所　りんくる（花川北6-1）
講師　北海道ノルディックウォーキング協
会公認インストラクター　西田 香織氏
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴（上
靴・外靴の両方）、暖かい服装
定員　30人（先着順）
申込期限　11/8（金）
申込・問合せ
スポーツ健康課
172-6123

11/9（土）
寒さに負けない！
健康ウオーキング

時間　9：30～ 10：45　※申込不要
集合場所　りんくる1階ロビー（花川北6-1）
コース　花川北地区を巡る約5㎞
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴、暖
かい服装
問合せ　スポーツ健康課172-6123

11/9（土）・10（日）
子どもの権利パネル展

　「子どもの権利条約」を知ってもらうた
め、パネル展とDVD上映を行います。
時間　10：00～ 17：00（最終日は11：00
～DVD連写、16：00まで）
場所　市民図書館（花川北7-1）
問合せ　市民ネットいしかり172-8161
（平日10:00 ～ 15:00）

11/9（土）
第18回石狩はまなす館
チャリティーコンサート

　誰もが楽しめる音楽を、心を込めて提
供します。　※駐車場・バザーあり
時間　13:00開場、13：30開演
費用　700円（お土産付き）
場所・問合せ　医療法人悠気会 熊谷病院
（花川南7-5）173-5201
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11/9（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「ナイトミュージアム２」
対象　小学生～高校生
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

11/9（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。11月
のテーマは「磁石を作ろう」。
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/

①11/10（日） ②11/24（日）
手打ちそば講習会

対象　①一般（大人）　②小学4年生～中
学3年生　※小学生は保護者同伴
時間　午前の部9:30 ～／午後の部12:30 ～
場所　市公民館（花川北6-1）
持ち物　三角巾、エプロン、手拭い、手打
ちそば持ち帰り用容器（25㎝×15㎝×4㎝
の容器2個分程度）
定員　各部10人（先着順）
費用　①1,500円　②300円（材料費、そば
持ち帰り分を含む）
申込期限　①11/5（火）　②11/19（火）
申込・問合せ　いしかり手打ちそば同好会
総務部 小林さん164-0117

11/10（日）
第14回
石狩福祉芸能チャリティ

　収益金は福祉団体へ寄付します。
時間　10:00 ～ 18:00　※9:30開場
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　日本舞踊（出演者120余名）、売店
費用　入場券500円（当日券あり）
問合せ　大会長　間ケ敷（まがしき)さん
173-3987

11/10（日）～16（土）
特別映画上映会
アニメ映画「めぐみ」上映会

　横田めぐみさんが北朝鮮に拉致された
1977年11月15日からすでに36年が経過
しました。この問題啓発のため制作された
アニメ作品を上映します。
時間　12：00～ 12：30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/11（月）
合同企業説明会
「ジョブカフェスタ in 札幌」

　参加予定企業60社。身だしなみチェック
コーナー（男女別）、職業相談コーナーも
あります！
対象　平成26年3月卒業予定の大学院
生、大学生、短大生、高専生、専門学校生
時間　13：00～ 18：00（受付開始12：30、
受付終了17：30）
場所　東京ドームホテル札幌（札幌市中
央区大通西8）
そのほか　予約不要。履歴書不要。参加無料
問合せ　ジョブカフェ北海道　北海道若年者
就職支援センター1011-209-4510

11/12（火）
食育講座 in きずな食堂
干し野菜教室

　干し野菜料理を味わいながら、楽しく学
びませんか？ 
対象　市民　時間　11:00 ～ 13:00
場所　地域食堂きずな（花川南4-4）
講師　「干し野菜の達人」野菜ソムリエ　
長谷部 直美氏　定員　20人（先着順）
費用　1,000円（ランチ代）
申込期限　11/12（火）
申込・問合せ　羽田さん160-2722

11/13（水）
いしかり食と農のカレッジ 石狩産小麦
を知る～工場見学とランチ

　石狩産小麦を製粉している江別製粉（株）
（江別市）へ工場見学した後は、アウトドア
カフェ野菜香房（緑苑台）で石狩産小麦を
使ったランチをいただきます。
時間　9：00～ 14：00
集合場所　市役所（花川北6-1）　※バス
で移動　定員　20人（先着順）
費用　1,500円（昼食代）
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

11/13（水）
家事家計講習会
－家計簿をつけてみませんか－

時間　10:00 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
定員　40人（先着順）　費用　400円
そのほか　託児あり200円、定員15人
問合せ　札幌第三友の会1011-682-8805

①11/14（木） ②11/28（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（旧紅葉山小学
校　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

11/14（木）
名作を楽しむ会
（ＤＶＤ上映会）

「失われた文明　インカ・マヤ②～マチュ
ピチュ　天空に続く道～」
時間　13:00 ～ 14:00
内容　スペインの侵略を免れたアンデス
山中に眠る都市マチュピチュに隠された
インカ帝国繁栄の秘密を探ります
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

11/15（金）
ジャーナリスト
池上正樹氏講演会

「ひきこもりの長期化について（仮）」
時間　13:30 ～
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　ジャーナリスト　池上 正樹氏（『ド
キュメントひきこもり 「長期化」と「高年齢
化」の実態』の著者）
申込方法　電話、ファクスまたはメール
申込期限　11/12（火）
申込・問合せ　こども相談センター
172-3195　572-3071
   k-soudan@city.ishikari.hokkaido.jp

11/16（土）
あいぽーと
スタジオ研修

　あいぽーとの文化活動室にある機材の
使用方法を学びます。バンドで利用する団
体は全員受講しましょう。
対象　文化活動室を利用する中学生～高
校生
時間　10:30 ～ 12:30
定員　12人（先着順）
申込期限　11/14（木）
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

11/16（土）
社会教育委員と学ぶ
市民講座⑤

「地域を創造する学びと社会教育施設の
役割」
　市民の皆さんの学びを支援する社会教
育と社会教育施設の役割について、社会
教育委員の方々と一緒に考えてみません
か。　※参加無料
時間　13:30 ～ 16:30
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　①基調講演「市民協働の学びと社
会教育施設の役割」　②パネルディスカッ
ション「地域を創造する学びと社会教育施
設の役割」
講師　①国立教育政策研究所生涯学習
政策研究部長　笹井 宏益氏
申込・問合せ　社会教育課172-3274


