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  5/19（土）　※雨天決行
いしかり森林ボランティア「クマゲラ」
春の森を歩こう
　春の野山を歩いて自然の息吹を感じな
がら、山菜採り体験や緑豊かな森で植物
や木々を眺めて楽しみませんか。今春オー
プンした道の駅石狩「あいろーど厚田」に
も立ち寄ります。
対象　成人
時間　8時30分～14時45分
場所　8時30分に市役所北側駐車場集合
（花川北6･1）、厚田公園キャンプ場、道の
駅石狩「あいろーど厚田」、望来コミセン　
※バス移動
講師　いしかり森林ボランティア「クマゲラ」
持ち物　昼食、飲み物、鎌･ナイフ･かご、持ち
帰り用のビニール袋、野外活動できる服装、雨具
定員　25人（申込順）　
費用　800円（保険代）
申込方法　氏名（フリガナ）･年齢･電話番
号を電話またはファクス
申込期限　5/12（土）
申込･問合せ　若松さん ☎　74･1131

  5/23（水）
いしかり食と農のカレッジ　
うかたまグループ
「赤大豆を食べよう･手作り豆腐」
　石狩産の素材で手作り豆腐を作ります。
時間　10時～13時
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　うかたまリーダー　村上 岑子さん
持ち物　エプロン、三角巾、布巾、手拭きタ
オル、筆記用具
定員　20人（申込順）　 費用　700円　
申込期限　5/17（木）
申込･問合せ　うかたまグループ　
村上さん ☎090･6262･5633 

  5/19（土）
コル･ソナーレ　第10回創立25周年記念
演奏会
内容　合唱　 時間　13時30分～
場所　ちえりあ ホール（札幌市西区宮の沢
1･1）
費用　入場料800円
問合せ　近藤さん ☎74･1987

  5/19（土）
Petit Marche vol.8（プティ マルシェ）
　市内のハンドメイド作家を中心に、道内
（札幌･旭川･苫小牧など）のハンドメイド作
家が集まります。デコパージュ･ミニチュア
･スイーツデコのワークショップも同時開
催（当日受付）。
時間　10時～17時
場所　アートウォーム（花畔1･1･56）
問合せ　藤田さん ☎090･5225･7264

  5/19（土）
石狩浜海浜植物保護センター
観察園ガイド
　石狩浜で一番早く咲く「イソスミレ」など観
察園の植物を、間近で観察します。申込不要。
時間　13時～14時　 費用　無料
講師　石狩浜海浜植物保護センター普及員
場所・主催・問合せ　石狩浜海浜植物保護
センター（弁天町48･1） ☎60･6107

  5/21（月）
　　ファミサポ出前こっこひろば
　　おもちゃや絵本を用意してお待ちして
います。時間内は出入りが自由なので好き
な時間に来て過ごせます。お弁当を持って
きてみんなで食べるのも楽しいですよ！
当日の会員登録もできます。
内容　木のおもちゃ、おままごと、わらべう
た遊びほか
時間　10時30分～14時（開催時間が長
くなりました）
場所　パストラル会館（樽川6･2）
問合せ　いしかりファミリー･サポート･セ
ンター ☎72･5552　※平日9時～17時

  5/19（土）
廃材木工講座　ベンチ（2人掛用）
時間　9時30分～12時
定員　5人（申込順）　 費用　1,200円
そのほか　昨年講座を受講された方はご
遠慮ください　
申込期間　5/1（火）9時～
場所･申込･問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22） ☎64･3196　※月曜･祝日休館

  5/30（水）
フッ素の健康影響、フッ素入り歯磨き、
フッ化物洗口等学習会
時間　13時～14時30分
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　フッ素問題全国連絡会事務局　
堀 弘子氏
費用　無料
問合せ　子ども達のフッ化物洗口を考え
る会　糟谷さん ☎080･4505･7907

  5/26（土)
廃材木工講座　花台（折りたたみ･三輪車）
時間　9時30分～12時　　
定員　5人（申込順）　
費用　1,000円
申込期間　5/1（火）9時～
場所・申込・問合せ　リサイクルプラザ（新港
南1･22） ☎64･3196　※月曜･祝日休館

  5/20（日）　※荒天中止
　　  石狩いきいきウオーキング in 本町
　　　弁天会館から石狩灯台を回り、はま
なすの丘公園を歩いて弁天会館に戻ってく
る約6kmのウオーキング。浜辺を歩いてス
テキな石狩を再発見しませんか？ウオーキ
ング後には石狩の特産品が当たる抽選会、
温泉入浴も！
対象　市民　 定員　40人（申込順） 
時間　8時45分～13時50分 
集合場所　市役所（花川北6･1）　※会場
までバス送迎あり
持ち物　運動しやすい服装、飲み物、タオ
ル、ポイントカード　※ポイントカードがな
い方は受け付け時に交付します
費用　中学生以上650円、小学生以下
350円、65歳以上600円
申込期限　5/11（金） 
申込・問合せ　スポーツ健康課　
☎72･6123 

  ①5/31（木）　②6/7（木）　③6/14（木）
　　　いしかり市民カレッジ 主催講座3
　　　アイヌの側から見た北海道150年
　アイヌの側から見た150年を振り返ると
ともに、アイヌの生活や文化、歴史への理
解を深めます。
内容　①アイヌの側から見た北海道150年
②受け継がれてきたアイヌ文化
③共に生きるために、アイヌが語る
時間　10時30分～12時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　①北海道博物館学芸副館長、アイ
ヌ民族文化研究センター長　小川 正人氏
②③北海道大学アイヌ･先住民研究セン
ター准教授　北原 次郎太氏
費用　受講料1,500円　
カレッジ生1,200円（全3回分）
申込期限　5/17（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） ☎74･2249 
※平日9時～17時

  6/1（金）
　　　いしかり市民カレッジ 主催講座4
　　　躍進する石狩湾新港
～先端企業を訪ねて～
　石狩湾新港に立地し、今後発展が期待
される企業2社を見学します。
①日建片桐リース㈱レンタコムウエル石狩
札幌介護用品管理センター　
②エフピコダックス㈱北海道工場
時間　9時～12時
集合場所　市公民館（花川北6・1）
費用　受講料500円、カレッジ生400円
申込期限　5/17（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） ☎74･2249 
※平日9時～17時

  5/19（土）
　　  外来種を学ぼう！ カエル探し
　　　夜の石狩海岸でカエルを探します。
対象　小学生以上の子どもと保護者
時間　17時～21時
場所　石狩浜海浜植物保護センター（弁
天町48･1）
持ち物　飲み物、長靴、軍手
定員　20人　 費用　1人500円
申込期間　4/29（日･祝）～5/13（日）
主催・申込・問合せ　NPO法人いしかり海
辺ファンクラブ（石狩浜海浜植物保護セン
ター） ☎60･6107
　iufc.office@gmail.com
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  6/2（土）
プロレスリングZERO1
ちびっ子のイジメ撲滅･元気ハツラツ

内容　スペシャル復興支援マッチ、ちびっ
子プロレス教室、チャリティ－ちゃんこ振る
舞い（先着200人）
時間　11時～16時　 費用　入場無料
場所　サン･ビレッジいしかり（新港中央1･701）
問合せ　㈱ドリームオンステージ
☎044･201･9750

  6/2（土）･3（日）
第5回花と野菜のミニバザー
時間　10時～14時
場所　渡辺さん宅（花川北1･2･252）
※住宅街につき迷惑駐車にご注意ください
問合せ　すみれの会　代表　渡辺さん
☎090･7516･7569

  6/2（土）
自然観察会～旧石狩をめぐる～
 石狩市内にある豊かな自然をバス

で巡り、講師の方たちと一緒に観察します。
対象　小学生以上
時間　9時～15時
集合場所　8時45分に市役所駐車場（花
川北6･1）
講師　自然観察指導員　若松 隆氏、
緑化推進協議会　安田 秀子氏
持ち物　昼食、飲み物、敷物、帽子、上着、
運動靴、虫除け対策、雨具、筆記用具、お持
ちの方は双眼鏡（少数貸し出しあり）
定員　30人（申込順）
費用　大人300円、中学生以下100円
申込方法　氏名･住所･連絡先を電話また
はファクス
申込期間　5/1（火）～31（木）
申込・問合せ　環境保全課 ☎72･3269
　75･2275

  6/21（木）
浜益温泉入浴送迎
　高齢者の健康増進と温泉の利用促進を
目的に、浜益温泉までバスを運行します。
対象　70歳以上の市民（厚田区、浜益区
の方を除く）
時間　9時～17時
場所　浜益温泉（浜益区実田254･4）
持ち物　タオルなど
定員　42人（申込多数時抽選）
費用　入浴料金250円
そのほか　乗車時間などは後日お知らせ
申込期間　5/7（月）～14（月）
申込・問合せ　高齢者支援課 ☎72･7014

北海道立文学館特別展
没後50年 子母澤寛 無頼三代 蝦夷の夢
　「新選組始末記」「勝海舟」「座頭市物語」
などで知られる厚田出身の子母澤寛を紹
介する展覧会です。詳細は下記HPをご覧
ください。

日時　6/24（日）までの9時30分～17時
（入場16時30分まで）　※月曜休館
費用　①一般700円　②高校生･大学生･
65歳以上450円　③小学生･中学生300円
団体料金（10人以上）①560円　②360
円　③240円
場所・問合せ　北海道立文学館（札幌市中
央区中島公園1･4）　
☎011･511･7655
　http://www.h-bungaku.or.jp/

石狩ハイスタンプ会
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時　5/7（月）10時～
定員　5人（1人1枚、先着順）
【廃天ぷら油を回収します】
　事務局や回収店に持参の方に廃油
500ml、1本につき石狩ハイスタンプシー
ルを1枚差し上げます。　※回収店は事務
局までお問い合わせください
【共通事項】
場所・問合せ　石狩ハイスタンプ会事務局
（花川南2･2） ☎72･4575 
※平日10時～16時

  6/3（日）
　　 「石狩浜欲張りツアー」
　　　～自然も歴史も満喫しよう～
　日本初の缶詰工場跡碑や渡船場跡な
ど、鮭漁で栄えた本町地区の歴史の痕跡
を訪ねると共に、ハマナスの咲く夏の「はま
なすの丘公園」を河口まで巡る、歴史と自
然を満喫する欲張りツアーです。
時間　9時30分～15時
集合場所　9時20分に市役所駐車場（花
川北6･1）
主催・講師　NPO法人いしかり海辺ファン
クラブ
持ち物　昼食、飲み物、敷物、帽子、上着、
運動靴、虫除け対策、雨具、筆記用具
定員　30人（申込順）
費用　大人300円、小学生以下100円
申込方法　氏名･住所･連絡先を電話また
はファクス
申込期間　5/1（火）～31（木）
共催・申込先　石狩浜海浜植物保護セン
ター　☎60･6107　　60･6146
問合せ　環境保全課 ☎72･3269

5月のソフトボール大会･合宿情報5月のソフトボール大会･合宿情報5月のソフトボール大会･合宿情報
はまなす国体記念石狩市スポーツ広場で開催される各種大会・合宿をお知らせします。

場　所　はまなす国体記念石狩市スポーツ広場（花畔337･3） 
問合せ　スポーツ健康課 ☎72･6123

平成30年度高体連札幌支部高校女子ソフトボール春季大会
第1回羊ヶ丘病院杯愛好者シニア大会
第40回春季ソフトボール大会
第70回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会札幌支部予選会
第53回全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会札幌支部予選会
ビックカメラ女子ソフトボール高崎公開練習

5/3（木・祝）～5（土・祝）
5/19（土）
5/20（日）

5/22（火）～24（木）

5/28（月）～30（水）

2017年
日本女子ソフトボール
1部リーグ優勝
ビックカメラ女子
ソフトボール高崎


