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8月号の
原稿締切6/30●まで日

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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6/1（土）
あいぽーと
おもいっきりASOBI

ジャンケンあそび
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

6/2（日）
えい・あい館映画上映会

「ザ・ビッグデー」
時間　14:00 ～ 15:30
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

6/3（月）～7（金）
水道施設を見学しよう

　6/1（土）～ 7（金）は第55回水道週間です。
期間中、水道に対する理解と関心を深めて
いただくため、施設を開放します。
時間　10:00 ～ 15:00
場所・問合せ　花川南浄水場（花川南4-3）
173-4311

6/6（木）・21（金）
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　6/1（土）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

6/7（金）・22（土）
廃材木工講座
ベンチ（二人掛用）

時間　9:30 ～ 12:00
定員　各日5人（先着順）
費用　1,200円
申込方法　6/1（土）9:00 ～電話で申し込
み　※昨年、講座を受講された方はご遠
慮ください
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

6/8（土）
廃材木工講座
花台（3点セット）

時間　9:30 ～ 12:00
定員　各日5人（先着順）
費用　500円

申込方法　6/1（土）9:00 ～電話で申し込
み　※以前、講座を受講された方はご遠
慮ください
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

6/8（土）
野菜・花の苗のミニバザー

時間　10：00 ～
場所・問合せ　渡辺さん（花川北1-2-252
※住宅街につき迷惑駐車にご注意くださ
い）　1090-7516-7569

6/8（土）
日米地位協定を
学習しましょう

時間　10：00 ～ 12：00
場所　市民図書館（花川北7-1）
内容　①沖縄を視察しての報告　②日米
地位協定を勉強する　③＜ぬちどぅ＞の
会第2期始動の提起
費用　500円（資料代・通信費）　※申込不要
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

6/8（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「おおかみこどもの雨と雪」
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

6/8（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。
　6月のテーマは「水に溶ける塩と砂糖と
セッケンの不思議！」
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

6/8（土）
第3回きずな　3.11震災復興支援
チャリティーDANCE★PARTY

　今回は石巻商工会議所女性会の方々に
もご参加いただきます。
時間　18:00 ～ 20:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）

費用　チケット代1,000円
問合せ　石狩商工会議所女性会　
172-2111

6/8(土)
新婦人初夏の無料体験

時間　10：30 ～ 12：30
場所　花川中央会館（花川南1-4）
内容　乳幼児のリズム体操、フラダンス、
ストレッチ体操、絵手紙、さき織、ハンド
マッサージなど
問合せ　新婦人事務所　173-1015（月
～金曜10:00 ～ 15:00）

6/11(火)
不動産売買・
任意売却セミナー

　不動産を売りたい方、中古物件を買い
たい方、住宅ローンに困っている方、どう
ぞご参加ください。
時間　13：00～14：00
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　①不動産（中古戸建て、中古マン
ション）の買い方、売り方など一般的な中
古不動産売買の流れ　②相続における不
動産売買の流れ　③住宅ローンに困った
方の任意売却の一般的な流れ
定員　18人（先着順、予約不要）
問合せ　行政書士池田法務事務所
172-3558

6/13（木）
ＴＰＰの学習会

　ＴＰＰ参加で私たちの生活はどう変わ
るのかを分かりやすく学習します。
時間　①14:00 ～　②18：30 ～
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　元北海道大学農業経済学教授　
飯澤 理一郎氏
問合せ　いしかり地産地消を楽しむ会　
荒澤さん　172-3672

6/13（木）・27（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）
内容　床に敷いた50㎝四方のマス目でで
きた大きな網を、踏まないように歩く
持ち物　底の平らな上靴
費用　月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　174-7160
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6/13（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「海の歴史 第2回 生物の進化」
時間　13:00 ～ 13:50
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

6/14（金）
花めぐりツアー

時間　9:00 ～ 17:00　※8:45市役所来客
用駐車場集合
場所　札幌市滝野すずらん丘陵公園ほか
定員　35人（申込多数時抽選）
費用　400円（65歳以上の方は300円、昼
食は各自）
申込期間　6/4（火）8:45 ～ 6（木）17：15　
※電話申込。1回の申し込みで2人まで
申込・問合せ　花と緑の協議会事務局（都
市整備課）　172-3139

6/15（土）～23（日）
石狩さけまつり
50回記念事業パネル展

場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

①6/15（土） ②6/22（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。初めて利用する団体
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　
申込期限　①6/13（木） ②6/20（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

6/15（土）
第44回石狩の古老に
話を聞く会

時間　13：30 ～
内容　花川北在住の清野 誠さんに「石狩
川河口渡船の終船式」のお話を聞きます
費用　200円
場所・申込・問合せ　市民図書館
172-2000

6/15（土）
いしかり食と農のカレッジるるる♪キッチ
ンガーデンくらぶ「みんなで田植え」

　田植えをして、畑でジンギスカンを食べま
す。ご家族でもお一人でもお気軽にどうぞ。
時間　9：30 ～ 15：00
集合場所　市役所駐車場（花川北6-1）
持ち物　軍手、タオル、汚れても良い服装、
防寒着、お皿、箸、コップ、敷物
定員　70人
費用　2,500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

6/16（日）
自然観察会「石狩川河口右岸
からシップ原生花園を巡る」

　シップ原生花園など石狩川河
口右岸地域をバスで巡り、自然観
察、風景撮影などを楽しみます。
対象　小学4年生以上（小学生は保護者同伴）
時間　9：30 ～ 15：30
集合場所　9：30市役所駐車場
持ち物　昼食、飲み物、野外を歩ける服装、
雨具、お持ちの方は双眼鏡
費用　300円（中学生以下100円）
申込期限　6/10（月）　　定員　30人
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護セン
ター　160-6107　560-6146
     ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

6/16（日）
第18回チャリティ
はまなすマーケット

時間　10:00 ～ 12:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　日用雑貨・衣類・野菜などのバザー
申込・問合せ　国際ソロプチミスト石狩　
笹谷さん　1090-2052-7597

6/19（水） ※雨天中止

ウオー9の日イベント
「森林浴ウオーキング」

　前田森林公園内を季節の花や樹木を観
察しながら、自由に散策します。
時間　9:30 ～ 12:00
集合場所　ふれあいの杜公園西側駐車場
（樽川4-1）
コース　前田森林公園まで往復約８km
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴･服装
そのほか　申込不要。直接集合場所へ
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

①6/19（水） ※ほか2回
いしかり
市民カレッジ

主催講座6　大人のサイエンス教室　実験
でなっとく
日程　①6/19　②7/3　③7/17（全て水曜）
時間　10：30 ～ 12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①浮力のことを知って、なっとく 
②無動力噴水のメカニズム ③身近なもの
から電池をつくろう
講師　①北海道大学名誉教授　仁木 良哉氏
②北海道大学名誉教授　千葉 忠俊氏
③北海道大学名誉教授　徳田 昌生氏
定員　25人
費用　1,500円・カレッジ生1,200円（3回分）
申込期限　6/6（木）

申込・問合せ　いしかり市民カレッジ運営委
員会（市公民館内）　174-2249（平日9：00
～ 17：00）

6/20（木）
廃材木工講座
魚干しストッカー

時間　9:30 ～ 11:00
定員　各日5人（先着順）　費用　1,000円
申込方法　6/1（土）9:00 ～電話で申し込
み　※以前、講座を受講された方はご遠
慮ください
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

6/20(木)
ガーデニング講習会
庭の花々

時間　①10：30 ～ 12:00
②13：00 ～ 14：30
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
内容　①初夏の宿根草ベスト30　②バラ
の整枝・一番花後のお手入れ方法
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15人
費用　各回1,000円（会場費、教材費：オリ
ジナルテキスト）
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

6/21（金）
いしかり食と農のカレッジ 浜益の果樹
園で学ぶ②～摘果作業～

時間　10：00 ～ 13：00
場所　きむら果樹園（浜益区幌）
費用　1,000円（昼食代）
申込・問合せ　いしかり食と農のカレッジ
事務局（農林水産課）　172-3164

6/22（土）
図書館雑誌
リサイクル広場

時間　10：00 ～ 15：00
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

6/22（土）
野外講座　
地層と化石

　800万年前の地層と化石を見て、触って、採
集して、生命と地球の歴史を読み取ります。
対象　小学４年生以上（小学生は保護者同伴）
時間　13：00 ～ 17：00
場所　厚田区の海岸など
集合場所　市役所　※バスで移動
定員　20人（先着順）
持ち物　野外に出る服装、長靴、軍手
申込期間　6/1（土）～ 16（日）
申込・問合せ　いしかり砂丘の風資料館　
162-3711
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