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  7/24（火）
厚田150年記念冊子の校正を
お手伝いください
　厚田150年を記念して「あつた新百話」
を集めて編集作業をしています。校正メン
バーを募集します。
時間　13時30分～15時
場所　市民図書館（花川北7・1）
定員　10人（お礼に記念冊子を贈呈）
申込・問合せ　厚田支所地域振興課　
☎78･2012

  7/26（木）
7月のロビーコンサート
「石混の夏、日本の夏」
内容　石狩混声合唱団によるハーモニー
時間　12時30分～12時50分
場所　市役所1階ロビー（花川北6・1）
問合せ　社会教育課 ☎72･3173

  7/27（金）
厚田・浜益学講座
第7回「アイヌユーカラの地めぐりと厚田水彩画」
　厚田のアクアレール水彩画展と、アイヌ
ユーカラの中で語られる浜益区の現地を
訪れ、文化と現地風景のつながりを肌で感
じませんか。
時間　9時20分～16時15分 ※送迎バスあり
（市役所、浜益支所ともに9時20分出発）
場所　厚田総合センター(厚田区厚田45・5)、
浜益区柏木地区ほか
講師　郷土歴史研究家　真田 重樹氏
持ち物　筆記用具、歩きやすい靴、雨天時
は雨具
定員　30人
費用　1,000円（水彩画展入場料、昼食代）
申込期間　7/2（月）～20（金）
申込・問合せ　厚田生涯学習課　
☎78･2250　　78･1034
　a-syougai@city.ishikari.hokkaido.jp
浜益生涯学習課　
☎79･2114　　79･2350
　h-syougai@city.ishikari.hokkaido.jp

  8/1（水）・22（水）　※全2回
ＮＰＯ法人石狩市文化協会主催文化講座
俳句実践教室
　五・七・五の世界を体験してみませんか？
時間　13時～15時　 持ち物　筆記用具
場所　学び交流センター（花川北3・3）
講師　北海道俳句協会常任委員･｢樅」代表
横山 いさを氏　
定員　15人 　費用　500円
申込期限　7/20（金）
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会
事務局 ☎　75･1288

  7/25（水）
　　アートウォームカフェほわぽわ
　　夏休み工作～親子でトピアリーを作ろう！～
　親子で楽しく作ることができます。夏休
みの工作にいかがですか？　
時間　11時～12時
場所　アートウォームカフェほわぽわ（花
畔1・1・56）
費用　500円 ※別途カフェのご利用をお
願いします
定員　6組（申込順）　
申込期限　7/20（金）
申込・問合せ　子育て支援ワーカーズぽけっ
とママ　宮田さん ☎090･8636･2004

  7/28（土）
体験講座　勾玉作り
勾玉を、加工しやすい滑石という

石で作ります。いしかり砂丘の風の会ス
タッフがお手伝いします。
対象　小学生以上（低学年は保護者同伴）
時間　10時～12時
持ち物　大きめのレジ袋
定員　20人（申込順）
費用　400円または500円（2種類の石あ
り。保険料込み）
申込期間　7/1（日）～18（水）
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※火曜休館

  7/31（火）
体験自然エネルギー教室
夏休み　親子でミニ風車づくり

　石狩の風の力を利用する風車の話と、
ペットボトルを使ってLEDライト付きの自
立型ミニ風車をつくります。体験したこと、
分かったことはワークシートにまとめます。
みんなで風車博士になろう！ 夏休みの自由
研究に役立つよ！
対象　小学生の親子（1～4年生）
時間　13時～15時　
場所　花川北コミセン（花川北３･２）
定員　20人（申込順、電話申込）
費用　600円（材料費・保険料）
持ち物　はさみ、カッター、カッターマット、筆
記用具、空のペットボトル容器（キャップ付き）
講師　NPO法人北海道グリーンファンド
主催・申込・問合せ　NPO法人ひとまちつなぎ
石狩 ☎60･2722※火～土曜10時～18時

  7/30（月）～8/3（金）
7月のロビー展
川本ヤスヒロ　山岸誠 2人展
　「生と死」をテーマに油彩画と版画、木彫
の展示。
時間　9時～17時（初日10時～、最終日
16時まで）
場所　市役所1階ロビー（花川北6・1）
問合せ　社会教育課 ☎72･3173

  7/31（火）
第36回花川中央商店街振興組合
にゅうふるさと夏まつり
　石狩流星海によるYOSAKOI演舞、ビン
ゴゲーム大会、芸能関係、焼き鳥、ビール、
ジュース、かき氷、くじなど。
※内容は変更になる場合あり
時間　13時～21時
場所　パチンココンコルド駐車場(花川南
2･2）※車でのご来場はご遠慮ください
問合せ　花川中央商店街振興組合　
☎72･4575※平日10時～16時

  7/29（日）
濃昼山道トレイルランニングガイド
育成研修会
内容　①地域・山道の歴史講話　②トップア
スリート実地研修　③エイドを想定した食事
対象　トレイルランニング愛好者、興味・関
心がある方。18歳以上でトレイルを10km
以上走った経験がある方。研修会受講後
も濃昼山道においてトレイルランニングを
継続していただける方
時間　①9時～9時30分　②10時～13時
③13時～14時
集合場所　厚田支所（厚田区厚田45･5）
講師　①こがね山岳会　渡邉 千秋氏
②トレイルランナー　丹羽 薫氏
持ち物　①筆記用具　②健康保険証、トレ
イルランニング用装備一式、飲み物、行動食
定員　30人　 費用　無料
申込方法　市HPより申込書を入手し、
メール・ファクス・郵送（当日消印有効）のい
ずれかで提出
申込期限　7/13（金）
申込・問合せ　スポーツ健康課　
（〒061-3216　花川北6・1・41・1） 
☎72･6123　　76･6562 
　sportsk@city.ishikari.hokkaido.jp

まがたま

かっせき

  7/29（日）
流木アート
流木を使って鳥の置き物を作ります。

対象　小学生の親子
時間　10時～12時
定員　10組　 費用　300円
申込期間　7/1（日）～23（月）
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） 
☎60･6107※火曜休館

  8/2（木）
8月のロビーコンサート
美しく懐かしい曲に心を込めて
内容　アルバ・コラーレ　津川 主一編
「女声合唱曲集」より石狩にちなんだ数曲
時間　12時30分～12時50分
場所　市役所1階ロビー（花川北6・1）
問合せ　社会教育課 ☎72･3173

もみ

ごきびる
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  8/16（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　7/2(月)～9(月)
申込・問合せ　高齢者支援課 ☎72･7014

  8/9（木）
石狩オープンパークゴルフ大会兼
緑苑台チャンピオン大会
　運と実力で成績が決まる!ハンディキャッ
プ制のパークゴルフ大会です。
対象　高校生以上の健康な方
時間　受付7時～
場所　緑苑台パークゴルフ場（緑苑台中
央3･602）
定員　50人（申込順）
費用　シーズン券あり500円、シーズン券
なし800円（保険料、運営費） ※当日徴収
申込方法　電話かファクス、または緑苑台パー
クゴルフ場に備え付けの参加申込用紙に記入
申込期限　7/26（木）
申込・問合せ　（公財）石狩市体育協会　
☎64･1220  　64･1222

  ①8/2（木） ②8/9（木）
　　　　いしかり市民カレッジ　主催講座７
　　　 博物館はお宝いっぱい！
～博物館へ行って見よう～
　北海道には多くの博物館や資料館があ
り、地域の特色を生かした研究や資料が展
示され、活用されています。講座では2回
に分けて次の施設を見学します。①北海道
博物館・開拓の村②北海道大学総合博物
館･札幌農学校第2農場
時間　①8時45分～16時　②9時～16時
集合場所　市公民館（花川北6・1）※①②とも
定員　各40人（申込多数時はカレッジ生
優先の抽選で決定）
費用　受講料1,000円・カレッジ生800円（全2回
分） ①65歳以上無料、64歳以下1,900円 ②無料
昼食代　①900円 ②各自（北大食堂または持参）
申込期限　7/19（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

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　7/2（月）10時～
定員　5人（1人1枚、先着順）
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

  8/3（金）･4（土）
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。
対象　市内の小学生（保護者同伴）
時間　9時30分～12時
持ち物　軍手、エプロン
定員　各10人（申込順） 　費用　無料
申込期間　7/3（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

  8/4（土）
砂の中のお宝さがし
砂の中から珍しい鉱物を探します。

対象　小学生の親子　
時間　10時～12時
定員　10組 　費用　300円
申込期間　7/1（日）～23（月）
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） 
☎60･6107※火曜休館 

  ①8/2（木） ②8/3（金）　※1泊2日
わんぱくスポーツスクール 2018 in 厚田
ファットバイク体験、カローリング、

ソフトボール、スポンジテニス、ダンス、
サッカーと盛りだくさんの2日間です！
対象　市内の小学5・6年生　
時間　①12時～　②17時まで
集合場所　りんくる（花川北6･1）※バス
移動、望来コミセンみなくる（厚田区望来
27･7）、道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚
田区厚田98・2）ほか
定員　30人（申込多数時抽選）
費用　2,500円（消耗品費、食事に係る材
料費など）
申込期限　7/20（金）
申込・問合せ　スポーツ健康課 ☎72･6123

  8/11（土・祝）
体験講座
サケ切身骨格標本をつくる

　食卓でおなじみのサケの切り身から生
命の進化が見える!?　切り身を処理してラ
ベルを付ければ、立派な部分骨格標本が
出来上がります。
対象　小学4年生以上　
時間　12時～17時
持ち物　サケの切り身（調理して食べられ
る状態のもの）
定員　10人（申込順）
費用　無料
申込期間　7/1（日）～8/8（水）
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※火曜休館

  8/6（月）
夏休み自由研究！！　
エネルギー 知ろう・作ろう・考えよう！！

　石狩の風の力を利用する風車をバスに
乗って見学。その後、ペットボトルを使って
LEDライト付きの自立型風車を作ります。
石狩のエネルギーについて現地体験と工
作で少し考えてみましょう！
対象　小学3年生以上
時間　9時～12時　　
集合場所　8時50分にりんくる（花川北6・1）
講師　NPO法人北海道グリーンファンド
持ち物　はさみ、500ｍLペットボトル容器
１本、筆記用具
定員　15人（申込順） 　費用　500円
申込方法　氏名、学年、住所、連絡先を電
話またはメール
申込期限　7/20（金）
申込・問合せ　環境保全課 ☎72･3269
　ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

7月のソフトボール大会･合宿情報7月のソフトボール大会･合宿情報7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

ソフトボール女子日本代表強化合宿 紅白試合
第73回国民体育大会北海道ブロック予選会兼北海道体育大会ソフトボール競技
第40回全国中学校ソフトボール大会石狩管内予選会
第39回夏季ソフトボール大会
第40回全国中学校ソフトボール大会北海道予選会

7/1（日）
7/7（土）・8（日）

7/13（金）・14（土）
7/22（日）

7/28（土）・29（日）


