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9月号の
原稿締切7/31●まで水

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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7/3  ※ほか5回、全て水曜
ＮＰＯ法人石狩市文化協会主催
文化講座「世界の愛唱歌を歌おう」

　カンツォーネ・シャンソン・日本の歌を言
葉の美しさを味わいながら、呼吸法、発声
のポイントを教えます。
対象　社会人の方（高齢の方も歓迎）
日程　7/3・17、9/4・18、11/6・20
※1回の受講も可
時間　10：00 ～ 12：00
場所　学び交流センター（花川北3-3）
講師　札幌学院大学講師、石狩市音楽家・
音楽団体協議会会長　山口 哲則氏
持ち物　筆記用具
定員　30人
費用　1,500円（6回分）　※1回250円
申込・問合せ　ＮＰＯ法人石狩市文化協
会事務局　1575-1288

7/3（水）
映画上映会
六ヶ所村ラプソディー

時間　①13：00　②15：30　③17：45
場所　市民図書館（花川北7-1）
費用　700円（資料代）
問合せ　いしかり苺の会　柿崎さん　
174-6330

7/6（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　7/4（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

7/6（土）
あいぽーと
おもいっきりＡＳＯＢＩ

イスを使ってあそぼう
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

7/7（日）
えい・あい館映画上映会

「シルクロードと少数民族」ほか
時間　14：00 ～ 15：10
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

7/9（火） ※雨天中止

ウオー9の日イベント

ラジオ体操とウオーキング
で脂肪燃焼エクササイズ
　ラジオ体操第１の簡単な
ポイント解説のあと、すこや
かロード3.3ｋｍを歩きます。ウオーキング
終了後、紅葉山公園内に設置されている
健康遊具を体験します。ウオーキング初心
者の方でも気軽にどうぞ。
時間　10：00 ～ 11：30
集合場所　紅葉山公園西側駐車場（花川北2-3）
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴･服装
そのほか　申込不要。直接集合場所へお
越しください
問合せ　スポーツ健康課　172-6123

7/11（木）・25（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、踏まないようにゆっくり歩く
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）
※申込不要
問合せ　ふまねっとはまなす
永山さん　1574-7160

7/11（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「海の歴史 第3回 北極からの提言」
時間　13：00 ～ 13：50
内容　北極の地下に眠るメタンハイドレート
など、海の未来から人類の将来を描きます
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

7/12（金）
韓国宮廷料理教室

時間　10：00～14：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
定員　30人　　費用　500円(昼食代)
申込期限　7/9（火）
申込・問合せ　ジーザス コミュニティ石狩
教会　キムさん　1577-8459
　info@lovehokkaido.net

7/13（土）
あいぽーと
ラウンジシアター

「フランケンウィニー」

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

7/13（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。7月のテー
マは「踊るサイエンスアイちゃんを作ろう」
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

7/14（日）
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）の前売り券は、り
んくる窓口のほか一部商店でも扱っています。
時間　10：00 ～
場所　りんくる（花川北6-1）
問合せ　ふれあい広場実行委員会（石狩
市社会福祉協議会内）　172-8184

7/14（日）
あいぽーと
スポーツ交流会「卓球」

　遊びながら上手になろう。最後は試合を
みんなで楽しみます。
対象　小学生～高校生
時間　13：30 ～ 14：20
場所・問合せ　こども未来館「あいぽーと」
（花川北7-1）　176-6688

7/15（月・祝）
あいぽーと
「水ロケットを飛ばそう」

JAXAコズミックカレッジ in 石狩
対象　小学5年生～高校生
時間　10：00 ～ 15：30
持ち物　500mlペットボトル2本（炭酸飲
料のものに限る）、昼食
費用　500円
定員　20人（先着順）
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

①7/16(火) ②7/23(火)
子ども達のフッ化物洗口　安全
性と副作用についての学習会

時間　19：00 ～ 21：00
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場所　①八幡コミセン（八幡2）
②花川南コミセン（花川南6-5）
講師　堀 弘子氏
費用　100円（資料代）
問合せ　子供達のフッ化物洗口を考える会
糟谷さん　172-5039

7/18（木）
さけまつりポスター
＆写真展

石狩さけまつり50回記念事業
　石狩さけまつりの歴史、伝統、文化を振
り返り、サケと共に繁栄してきた石狩市を
ご覧ください。
時間　10：00 ～ 17：00
場所　札幌駅前通地下歩行空間　北大通
交差点広場（東）
問合せ　（一社）石狩観光協会　
162-4611

7/18（木）
ガーデニング講習会
庭の花々

対象　洋風ガーデニングをご希望の方
時間　①10：30～12：00　②13：00～14：30
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①夏の宿根草ベスト30　②バラの
夏越しお手入れ方法
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

7/19（金）
いしかり食と農のカレッジ 浜益の果樹園
で学ぶ③～さくらんぼ収穫～

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

7/20（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

「畑で収穫＆デコ巻き寿司づくり」
　石狩産食
材を使って
親子で楽し
める「デコ巻
き寿司」をつ
くります。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　花川北コミセン（花川北3-2）
持ち物　農作業できる服装、軍手、タオル、
エプロン、三角巾

定員　40人
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

7/20（土）
コリアンナイト

　韓国の大学生たちも参加します。
時間　18：00 ～ 20：00
場所　ジーザス コミュニティ石狩教会（花
川北6-5）
申込・問合せ　キムさん　1577-8459
　 info@lovehokkaido.net

7/20(土)
つくってあそぼう
「くるりんぱ」

　自分だけの「逆さ絵」をつくってみよう!!
対象　小学生
時間　10：00～12：30
場所　市民図書館（花川北7-1）
定員　20人（先着順）
申込・問合せ　石狩ユネスコ協会青年部
新屋（しんや）さん　1090-7056-4754

7/21（日）
講座・絵本を楽しむ

時間　11：00 ～ 12：00
内容　「かわいいおばあちゃん」
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

7/21(日)
お寺deコンサート

　石狩市佛教会主催の、石狩市に関わり
の深い音楽家によるコンサートです。
時間　14：30開場、15：00開演
場所　龍徳寺（花川424-45）
内容　第1部：器楽演奏　ピアノ・ソロ 今
野 くる美氏、フルートソロ 河崎 亜希子氏、
バイオリン 坪田 規子氏
第2部：声楽　メゾソプラノ 村中 朋見氏、
テナー・ソロ 相澤 清氏、ソプラノソロ
上田 敦子氏
費用　1,000円（小学生以下500円）
問合せ　永泉寺　光川さん　174-0326

7/21（日）
第1回緑苑台シニア大会

対象　65歳以上の緑苑台パークゴルフ場
利用者
場所　緑苑台パークゴルフ場（緑苑台中
央3-602）
定員　50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

申込期限　7/15（月・祝）
そのほか　クラブ、ボールの無料貸出あり
※数量限定
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会
164-1220

7/22（月）～26（金）
7月のロビー展

第14回「書の研究」石狩市書道協会会員展
　18歳～ 92歳までの幅広い年齢層の作
品をご覧ください。
時間　9：00 ～ 17：00（初日は10：00から、
最終日は16：00まで）
場所　市役所ロビー（花川北6-1）
問合せ　社会教育課　172-3173

7/22（月）
いしかり食と農のカレッジ 蕎麦の話
と蕎麦まくら・蕎麦の実料理

時間　10：00 ～ 13：00
費用　2,000円（材料代）
場所・申込・問合せ　竹内農園そば舎（八
幡5）　竹内さん　172-4141

7/24（水）～8/4（日）
いしかり市民カレッジ展

　5月に「かでる2・7」で開催した展示を市
民図書館でも実施します。この機会にぜひ
ご覧ください。
時間　図書館開館時間内（初日は12：00
から、最終日は15：00まで）
場所　市民図書館（花川北7-1）
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）

7/26(金)
100歳まで元気調理教室

時間　10：00～12：00
場所　りんくる（花川北6-1）
内容　手づくりピザ教室
定員　10人
費用　500円
申込・問合せ　E・K・Life（エンジョイ健康
生活）久保さん　1562-4750

7/26(金)
石狩浜ナイトウォーク

　夜の石狩浜を探検しよう！
時間　17：00～20：00
集合場所　カフェ「マウニの丘」（弁天町番外地）
費用　500円（小学生～高校生300円）
持ち物　砂浜、海岸を歩くのに適した服装
申込方法　7/25（木）までに電話・Eメール
で申し込み
申込・問合せ　石狩海辺ファンクラブ
石山さん　1090-7513-1759
　iufc.office@gmail.com


