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11月号の
原稿締切 9/30●まで月

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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9/1（日）
えい・あい館映画上映会

「サイエンスグラフティ　科学と映像の世
界」、「スーパーカミオカンデ　地下1000
メートルからの挑戦」
時間　14:00～15:00
内容　日本の科学分野での挑戦を描くド
キュメンタリー番組2本を上映します
場所・問合せ
市民図書館
（花川北7-1）
172-2000

9/2（月）～6（金）
9月のロビー展

第4回グループ・ノースポール水彩画展
　初心者からベテランまで、身近なものを
描き、個性あふれる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1階ロビー（花川北6-1）
問合せ　社会教育課172-3173

①9/4（水） ②9/27（金）
まちづくりフリートーク

時間　①19:00～　②13:30～
場所　①花川北コミセン（花川北3-2）　
②花川南コミセン（花川南6-5）
そのほか　託児あり
※託児申込期限①9/2（月）　②9/24（火）
問合せ　市民ネットいしかり172-8161
（平日10:00～15:00）

9/6(金)
講演会　シニア世代の
暮らしの充実と交流

まちづくりの中で実現しよう
　石狩市の高齢化は著しく、まちづくりの
課題となっています。高齢化の現状と対策
の具体例を話していただき、シニアライフ
の充実と向上を一緒に考えましょう。
※電話申込
時間　18：00～20：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
講師　奥田 龍人氏（NPO法人シーズネッ
ト副理事長・さっぽろ孤立死ゼロ推進セン
ター所長）
申込・問合せ　市民活動情報センター
「ぽぽらーと」177-7070

9/7（土）
あいぽーと
おもいっきりＡＳＯＢＩ

　今月のテーマは「風船」です。風船を使っ
ておもいっきりあそぼう☆
対象　小学生～高校生
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

9/8（日）
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収穫祭

　るるる♪畑収穫体験、料理教室、収穫野
菜の販売など。
時間　9：30～16：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
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

9/9（月）

ウオー9の日イベント
「初秋の花畔地区を散策しよう」

時間　10:00～11:30　※雨天中止
集合場所　サスイシリの森公園（花川北
7-2）　※申込不要、直接集合場所へ
コース　サスイシリの森公園から花畔地
区を巡る約５㎞のコース
持ち物　飲み物、帽子、
歩きやすい靴・服装
問合せ　スポーツ健康課
172-6123

9/9（月）
いしかり食と農のカレッジ

石狩産蕎麦でそば打ち
時間　10：00～13：00
場所　市公民館（花川北6-1）
費用　2,500円（そば5人前、そば舎のだ
し付き）
申込・問合せ　竹内農園そば舎（八幡5）　
竹内さん172-4141

9/11（水）
乳幼児をもつ母のための
講習会

時間　10：00～12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①乳幼児の生活リズムと食事
②実習500gの野菜を使って　③おもちゃ
の収納
定員　20人　費用　350円
そのほか　託児あり　費用200円（軽食
付き）※要予約
申込・問合せ　札幌第三友の会　西さん
15011-685-0877

9/11（水）
社会教育委員と学ぶ
市民講座②

厚田区の取り組みから学ぶ
　厚田区でがんばっている市民の活動か
ら課題やその解決方法を探り、地域の将
来を考えます。
時間　9:30～14:30
集合場所　市公民館（花川北6-1）
※バスで移動
場所　①厚田保健センター（厚田区厚田45-5）
②あいかぜとしょかん（厚田小学校図書
館）、厚田資料室（厚田区厚田）
内容　①講座「厚田区のコミュニティの現
状と課題」あつたライフサポートの会、あ
つたこだわり隊ほか　②施設見学
定員　20人（申込多数時抽選）
費用　1,200円（昼食代、施設入館料。金
額は予定）
申込期限　9/5（木）
申込・問合せ　社会教育課172-3274

9/12（木）～14（土）
包丁とぎ講座

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

9/12（木）
ガーデニング講習会
春を彩る秋植え球根集中講座

対象　初心者～ベテランの方
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秋植え球根ベスト30・管理方法
など植えっぱなしにできる球根、できない
球根　②球根の植栽とコーディネイト
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
持ち物　昼食　定員　15人
費用　1,800円（2講座分。会場費、オリジ
ナルテキスト代） ※1講座のみは1,000円
申込方法　住所・氏名・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
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9/12（木）・26（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　月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

9/12（木）
名作を楽しむ会
（DVD上映会）

「美瑛の丘　“風景と農家の物語”」
時間　13:00～14:30
内容　今や北海道を代表する観光地と
なった美瑛町。その美しい四季の風景とそ
れを作りだす農家の営みの一年を描いた
作品です
場所・問合せ　市民図書館（花川北7-1）
172-2000

9/14（土）
フットパス・ツアー
「秋のシップ海岸を歩く」

　八幡町から望来坂下まで、約10㎞を歩
きます（出発地点までと帰路はバス移動）。
時間　9:30～15:00
集合場所　9：30市役所（花川北6-1）
持ち物　野外を歩ける服装、雨具、昼食、
飲み物
定員　30人（先着順）
費用　300円（中学生以下100円）
申込期限　9/11（水）
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護セン
ター160-6107

9/14（土）
第14回タンポポまつり

時間　11:00～14:00
内容　焼きそば、うどん、ピルカソーセー
ジ、ホタテ焼き、ギャラリーヴィンのパン・
菓子、お楽しみイベントなど
場所・問合せ　NPO法人ふれあい広場
タンポポのはら（花川南4-5）1573-9056

9/14（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。9月
のテーマは「磁石はどうやって鉄を引き
つけるの？―磁力線なしでは暮らせな
い―」。
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/

9/14（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～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

9/14（土）
第８回ガーデニング講習会

対象　市民
時間　10：00～11：30※雨天決行
場所　紅葉山公園管理棟前（花川北2-3）
内容　公園内花壇へハーブなどの植え込み
講師　北海道ガーデンコンサルタンツ　
ガーデンデザイナー　受川 とも子氏
持ち物　筆記用具、シャベル、植え込みできる服装
定員　25人（先着順）
申込期限　9/10（火）
申込・問合せ　石狩総合管理協同組合　
176-2233　576-2244（平日9：30～17：00）

9/15（日）
体験講座　サケ缶レプリカを
つくって、サケの歴史をみよう

　特別バージョンのサケ缶レプリカ
製作、展示や本町市街の見学から、
サケと石狩の関わりを体験します。
対象　小学４年生以上
時間　13：00～16：00
定員　20人（先着順）
費用　390円（入館料＋缶代）
申込方法　9/1（日）～13（金）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ｰ4）162-3711

9/15（日）
藻谷 浩介氏　講演会

「デフレの正体」著者が語る「10年後、20
年後、30年後の石狩」
時間　9：45開場、10：00開演
場所　りんくる（花川北6-1）
講師　㈱日本総合研究所調査部
主席研究員　藻谷 浩介氏
費用　無料
問合せ　石狩青年会議所　松尾さん
1090-1526-1617

9/16（月・祝）
市民プール
「敬老の日無料開放」

対象　65歳以上の方
持ち物　年齢の確認できるもの
場所・問合せ　市民プール（花川北3-2）　
174-6611

9/19（木）・26（木）
いきいき元気塾
～ふまねっと教室

時間　13:00～15:00
場所　花川南コミセン（花川南6-5）
持ち物　上靴
申込・問合せ　介護老人保健施設オアシス
２１　岸上さん・辻本さん・川口さん172-0021

①9/19（木） ②9/26（木）
いしかり
市民カレッジ

主催講座8　北のお天気
～北海道の気候変動とお天気報道最前線
時間　10：30～12：00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　①近年の北海道のお天気は“異常
気象”ですか？　②天気予報を伝える報道
の最前線から
講師　①札幌管区気象台地球温暖化情
報官　安部 俊司氏　②ＨＢＣ気象キャス
ター・気象予報士　近藤 肇氏
定員　30人
費用　1,000円・カレッジ生800円（2回分）
申込期限　9/5（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）

9/21（土）
自然教室　ハマナスジャム
づくり＆ハマナスをうえよう

対象　子ども～大人（小学3年生
以下は保護者同伴）
時間　10:00～12:30ごろ
持ち物　軍手、汚れてもよい服装、小さな
スプーン、果物ナイフ（大人のみ）
費用　300円（中学生以下100円）
申込期限　9/18（水）
場所・申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター（弁天町48-1）
160-6107

9/21（土）
'13いしかり消費者まつり

賢い消費者をめざして
～石狩発！ 地産地消～
時間　10:00～15:00
場所　花川北コミセン（花川北3-2）
内容　啓発パネルの展示、バザー、地場産
野菜・果樹の販売、三陸品予約・販売、消費
材展示、包丁とぎ（有料）、抽選会ほか
アトラクション（予定）　石狩翔陽高等学
校による太鼓演奏、樽川中学校・花川南中
学校による吹奏楽演奏、花川南フラサーク
ルによるフラダンス演舞
問合せ　'13いしかり消費者まつり実行委
員会事務局（市民生活課内）172-3191


