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10月号の
原稿締切 8/31●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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8/1（木）～10（土）
あいぽーと夏休み企画
～目指せ「なわとび名人」～

　「りょうあしとび」や「あやとび」などの、
「あいぽーと検定」に挑戦。「名人」めざし
てがんばろう。
対象　小学生～高校生
時間  15:30 ～ 16:00
場所・問合せ　こども未来館「あいぽー
と」（花川北7-1）☎76-6688

8/4（日）～11/3（日）
石狩尚古社所蔵・開館二十五
年記念「アイヌアート展」

時間  10:00 ～ 17:00
場所　石狩尚古社（本町3）
休館日　不定休・要電話確認
問合せ　中島さん☎62-3380

8/4（日）
えい・あい館映画上映会

「ザ・ビッグデー」
時間  14:00 ～ 15:30
内容　80年代放送の名作ドキュメンタリー
番組から「そこに、愛　守れ命をペリカン
の島」・「トムソーヤの秘密」・「よみがえる
絶滅動物たち」の3本を上映します
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

8/5（月）～11（日）
あいぽーと
夏休みシアターウィーク

　夏にピッタリの映画を上映します。見逃
せません！
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）☎76-6688

8/6（火）～11（日）
石狩写真クラブ
第58回写真展

時間　9:00 ～ 17:00（11日は15:00まで）
場所　市民図書館（花川北7-1）
問合せ　石狩写真クラブ事務局　佐々木
さん☎73-8483

8/7（水）
8月のロビーコンサート

アルバ・コラーレ 愛唱歌と共に
　ハーモニーと言葉を大切に、思いが伝
わるよう心を込めて歌います。
時間　12：30～12：50
場所　市役所1階ロビー（花川北6-1）
出演　アルバ・コラーレ（代表　福中 信子氏）
問合せ　社会教育課☎72-3173

8/8（木）・22（木）
ふまねっと健康教室

時間　10:30 ～ 12:00※申込不要
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）
問合せ　ふまねっとはまなす　永山さん
☎574-7160

8/8（木）
名作を楽しむ会

「学徒兵　許されざる帰還～陸軍特攻隊
の悲劇」　
時間　13:00 ～ 14:10
内容　太平洋戦争末期、陸軍特攻隊員とし
て大量投入された学徒兵。彼らは帰還して
もあえて隔離されていた。その謎を探ります
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
☎72-2000

8/9（金）
社会教育委員と学ぶ
市民講座①

地域の高齢化と高齢者の孤立を防ぐ活動
　地域の現状や課題などについて、社会
教育委員の皆さんと一緒に学びません
か。参加無料。
時間　14:00 ～ 16:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
申込・問合せ　社会教育課☎72-3274

8/9（金）
厚田夕日の丘
ビアガーデン

時間　17:00 ～ 21:00
場所　夕日の丘観光案内所北側スペース
（厚田区厚田12-4）
内容　1日限りのビアガーデン
問合せ　厚田支所地域振興課☎78-2012

8/9（金）・10（土）
夏休みリサイクル教室

【夏休み親子手づくり木工教室】
　廃材を利用して自由に木工品を作りま
しょう。
持ち物　軍手・前掛け
【夏休み親子ペットボトル工作教室】
　ペットボトルを使用して風車などを作り
ましょう。
持ち物　空のペットボトル（500ｍｌを2本）
【共通事項】
対象　市内の小学生（保護者同伴）
時間　9:30 ～ 12:00
申込方法　8/1（木）9:00 ～電話で申し込み
定員　各日10人（先着順）　費用　無料
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1-22-63）☎64-3196※月曜・祝日休館

8/10（土）・17（土）
いきいき元気塾
～物忘れ予防教室

時間　10：00～12：00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
講師　認知症ケア専門士・介護福祉士　
安藤 卓氏、介護福祉士　木村 基人氏
持ち物　運動靴　費用　無料
申込・問合せ　介護老人保健施設オアシ
ス２１　川口さん・辻本さん☎72-0021

8/10（土）
第20回
カニを食べる会

　おいしいカニを食べながら、ロシアをは
じめとするユーラシア諸国の文化につい
て語り合いませんか！
時間　18：30～
場所　茨戸ガーデン（生振39-2）※送迎バスあり
定員　50人　費用　5,000円
申込期限　8/5（月）
申込・問合せ　日本ユーラシア協会石狩
支部事務局　三上さん☎090-3775-8624

8/11（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）
☎74-6611
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8/15（木）
8.15平和の鐘を鳴らそう

　鎮魂と復興・世界平和の実現を祈って、
鐘を突きます。ご参集ください！
時間　11:55 ～
場所　了恵寺、永泉寺、龍徳寺、立江寺、能
量寺、常照寺（厚田区）、正眼寺（厚田区）、
大心寺（浜益区）
問合せ　石狩ユネスコ協会事務局　
☎090-5981-4993

8/16（金）～18（日）早朝
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　8/16(金)午後～ 18（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☎011-614-9999
（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　8/16(金) ～ 18(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、昨年の生ごみから堆肥を作り栽
培したオーガニックじゃがいもの収穫（開
演直前）・配布
申込方法　　www.ezorock.org
申込・問合せ　NPO法人 ezorock
☎5011-562-0081　 info@ezorock.org

 8/17（土）
体験講座
サケ切身骨格標本をつくる

　スーパーで売っているサケの切身から
骨を取り出し、部分骨格標本を作ります。
対象　小学4年生以上
時間　12:00 ～ 17:00
持ち物　サケ切身（なるべく骨が多く、焼
くなど食べられる状態のもの）
定員　10人（先着順）
申込方法　8/1（木）～ 15（木）に電話申込
場所・申込・問合せ　いしかり砂丘の風資
料館（弁天町30-4）☎62-3711

8/17（土）
第45回
石狩の古老に話を聞く会

内容　石狩市本町在住の中島勝久さんに
「道央圏最古の俳句結社・石狩尚古社と中
島家の俳人」のお話を聞きます
時間　13:30 ～
費用　200円
場所・申込・問合せ　市民図書館（花川北
7-1）☎72-2000

8/17（土）
おやこ de
COOKING

　火を使わないかんたんレシピを開発し
よう！ 大学生に勉強を教わったり、大学を
探検するなど、普段とは違う体験ができ
ます。
対象　市内在住の小学生と保護者
時間　9:30～16:30
場所　藤女子大学花川キャンパス（花川
南4-5）
持ち物　エプロン、バンダナ、上靴、筆記
用具、勉強道具（夏休みの宿題やドリルな
ど）、動きやすい服装
費用　小学生1人500円
申込方法　氏名・年齢・住所・電話番号・ア
レルギーの有無を記載しファクス
申込期限　8/8（木）
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　☎090-6264-6005
※月～金10：00～19：00 担当：隈元（くまもと）
574-8344　   harukuma@fujijoshi.ac.jp

8/18（日）
第3回石狩追分･浜益道中
唄全国大会

時間　10:00 ～ 17:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
費用　前売券1,500円　当日券2,000円
問合せ　松木さん☎76-6672

8/19（月）

ウオー9の日イベント
川辺ウオーク

　昔のままの川筋が残る
篠路川沿いは、自然豊か
な水辺の植物を楽しみな
がら歩くことができます。
※雨天中止
時間　10:00 ～ 12:00
集合場所　紅葉山南公園（緑苑台中央3-601）
コース　紅葉山南公園～篠路川遊歩道～
紅葉山南公園（約8㎞）
持ち物　飲み物、帽子、歩きやすい靴・服装
そのほか　申込不要。当日直接集合場所
へお越しください
問合せ　スポーツ健康課☎72-6123

8/19（月）
いしかり食と農のカレッジ

蕎麦の収穫と蕎麦がきづくり
時間  10：00～ 13：00
定員　20人（先着順）
費用　1,500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☎72-4141

8/20（火）
いしかり食と農のカレッジ

北海道中央農試見学ツアー
時間　9：00～ 16：30
集合場所　市役所駐車場（花川北6-1）
※バスで移動
定員　20人（先着順）
費用　1,700円（昼食代を含む）
申込・問合せ　いしかり地産地消を楽しむ
会　荒沢さん☎72-3672

8/21(水)
子ども達のフッ化物洗口
フッ素の副作用についての学習会

時間　10：00～11：00
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☎72-5039

8/22(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植栽の配置とカラーコーディネ
イト　②秋が好適期・お花の土作り
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　①1,000円（会場費、教材費：オリジ
ナルテキスト）　②1,500円（土壌簡易測
定付・pH・ec）
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　
☎090-6213-3170　572-8397

8/24（土）～29（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　紀伊國屋書店札幌本店イベントス
ペース（札幌市中央区北5西5）
問合せ　（一社）石狩観光協会
☎62-4611


