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  8/30（木）
厚田･浜益学講座
第8回「北海道開拓の村～How toガイド講座」
　地域の魅力を伝えるノウハウを、ガイド
ボランティアを実践している「北海道開拓
の村」で学びます。
時間　11時～15時 ※バス送迎（浜益支所8時
45分、厚田支所9時30分、市役所10時10分）
講師　開拓の村ガイドボランティア
持ち物　筆記用具、歩きやすい靴（雨天時雨具）
定員　30人 　
費用　1,700円（北海道開拓の村入園料、昼食代）
申込期間　8/1（水）～20（月）
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

  8/31（金）
いしかり食と農のカレッジ
うかたま第3回勉強会
内容　石狩産小麦のパン作り（電子レンジ
利用）と季節のスープ・サラダ
時間　10時～12時30分
場所　花川南コミセン（花川南6･5）
講師　うかたまメンバー　 定員　20人
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
費用　800円　 申込期限　8/20（月）
そのほか　詳細は申し込み時に説明します
申込・問合せ　村上さん ☎090･6262･5633

  9/1（土）
石狩俳句文化普及事業
吟行・句会～厚田巡り～
時間　9時～15時30分
場所　道の駅石狩「あいろーど厚田」周辺
集合場所　市公民館（花川北6・1）
講師　樅俳句会代表 横山 いさを氏
持ち物　筆記用具、ノート
定員　30人（申込順）　 費用　無料
申込期限　8/21（火）
申込・問合せ　社会教育課 ☎72･3173

  8/31（金）
児童虐待防止講演会
内容　「子どもを虐待から守るために」～子ど
もたちの未来のため、今私たちにできること～
時間　14時30分～※申込不要
場所　りんくる（花川北6･1）
講師　全国児童相談研究会 代表委員
川﨑 二三彦氏
問合せ　子ども相談センター ☎72･3195

  8/29（水）
アートウォームカフェほわぽわ
かにさん’Sによるお名前キーホルダーづくり
　15分程度で簡単にできます！ ほわぽわ
facebookまたはInstagramで検索を。
時間　11時～12時　 費用　300円　
※別途飲み物の注文をお願いします
場所　アートウォーム（花畔1･1･56）
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

  9/7（金）
石狩俳句文化普及事業
特別講演会「井上伝蔵と石狩の俳句文化」
　伊藤房次郎を名乗り、石狩尚古社の会
員として多くの作品を残した井上伝蔵の
講演会。
時間　14時～15時30分
場所　市民図書館（花川北7・1）
講師　俳人　中嶋 鬼谷氏
定員　70人（申込順） 　費用　無料
申込期限　8/21（火）
申込・問合せ　社会教育課 ☎72･3173

  9/8(土)
厚田自然＆歴史フットパスツアー
道の駅石狩「あいろーど厚田」から厚

田市街地の歴史名所を散策した後、厚田公
園の自然散策路を歩きます（全長約8㎞）。
対象　小学5年生以上 
時間　9時～15時30分
集合場所　8時50分に市役所駐車場（花
川北6･1） ※バス移動
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、野外を歩ける服装、雨具
定員　20人(申込順)
費用　1,300円（資料代、保険代）
申込期限　9/6（木）
申込・問合せ　アミーケ・インターナショナル㈱
☎74･3823 ※平日8時30分～17時30分

  9/9（日）
荘内藩ハママシケ陣屋跡の歴史を現地で学ぶ
　国指定史跡「荘内藩ハママシケ陣屋跡」
内の景観や遺構跡を巡る散策を楽しみな
がら、往時の歴史を学びます。
時間　9時市役所（花川北6・1）発、14時30分解散
講師　荘内藩陣屋研究会　佐藤 睦氏ほか
持ち物　筆記用具、歩きやすい服装、飲み
物、長靴、虫除けスプレー ※道の駅石狩
「あいろーど厚田」で昼食休憩をとります
定員　30人（申込順） 　費用　昼食代各自
申込期限　8/21（火）
申込・問合せ　浜益生涯学習課　
☎79･2114　  79･2350
　h-syougai@city.ishikari.hokkaido.jp

  9/6（木）～11/26（月） ※週2回（全24回）
パワーリハビリ事業
　筋力強化やバランス訓練、ストレッチ体
操などを実施します。
対象　要介護（支援）認定を受けていない
65歳以上の虚弱者で、足腰が弱くなった
と感じている方など
時間　10時～11時30分
場所　りんくる（花川北6･1）
定員　12人（申込順）　 
費用　2,000円
申込期限　8/10（金）
申込・問合せ　高齢者支援課 ☎72･7017

  9/2（日）
第8回石狩追分･浜益道中唄　全国大会
　日本各地より石狩市に集まり、200人が
熱唱し名人位を競います。アトラクション
でゲスト歌手･津軽三味線･舞踊も！
時間　10時～18時
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　事務局　松木さん ☎76･6672

  ①9/1（土） ②9/8（土）
　　　　いしかり市民カレッジ　主催講座8
　　　 北朝鮮を考える～現状と今後の展望～
内容　①北朝鮮の歴史と国民生活の現状
②北朝鮮の核開発問題と今後の日本への対応
時間　10時30分～12時
場所　花川北コミセン（花川北3･2）
講師　北海道新聞報道センタ－・元ソウル
特派員　松本 創一氏
費用　受講料1,000円、カレッジ生800円
（全2回分）
申込期限　8/15（水）
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

  ①9/5（水） ②9/13（木）
　　　　いしかり市民カレッジ　主催講座10
　　　 北海道のワインを知ろう!
　北海道におけるワインの現状について
学ぶとともに、原料となるブドウの収穫時
期にワイナリー（ワイン工場）を見学し、製
造の実際について学びます。
内容　①北海道とワイン
②三笠市TAKIZAWAワイナリーの見学
～ワイン製造の実際～
時間　①13時30分～15時　
②8時30分～13時
場所　①花川北コミセン（花川北3･2）
②市公民館集合（花川北6･1）
講師　①JSA認定ワインアドバイザー（室
蘭市：酒本商店）　酒本 のぶ子氏
②TAKIZAWAワイナリー代表　滝沢 信夫氏
持ち物　②昼食
費用　受講料1,000円・カレッジ生800円
（全2回分）
申込期限　8/20（月）
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

  ①9/15 ②9/22 ③9/29 ※全て土曜
　　　　いしかり市民カレッジ　主催講座9
　　　 続 ・々北海道の150年物語
～開拓に大きく貢献した人々～
内容　①島 義勇の石狩大府つくり
②さらば…えぞ地　松本 十郎伝
③「日本の酪農の父」と呼ばれた黒澤 酉蔵
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ノンフィクション作家　合田 一道氏
②ノンフィクション作家　北国 諒星（奥田 静夫）氏
③元とわの森三愛高等学校長・野幌キリス
ト教学園理事長　村山 昭二氏
費用　受講料1,500円、カレッジ生1,200
円（全3回分）
申込期限　8/30（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
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  9/20（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（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　乗車時間などは受け付け後に
郵送でお知らせ
申込期間　8/1(水)～8(水)
申込・問合せ　高齢者支援課 ☎72･7014

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　8/6（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

(公財）石狩市体育協会創立60周年記念
第22回石狩市民体育大会 秋季大会
【水泳】
日程　9/16(日)
種別　50ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタ
フライ、100ｍ自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バ
タフライ、個人メドレー、混合メドレーリ
レー、混合フリーリレー ※全て男女年齢別
場所　市民プール　申込期限　8/18(土)
申込・問合せ　白岩さん ☎090･9523･7126
【ボート】
日程　9/1(土)
種別　ナックルフォア、ナックルスカル
場所　茨戸川漕艇場　申込期限　8/26(日)
申込・問合せ　宮出さん
☎090･2050･3899　  72･3899
【ソフトテニス】
日程　①8/4(土)　②9/9(日)　
種別　①中学生　②一般・壮年の部
場所　①青葉公園　②紅葉山公園　
申込期限　①7/27(金)　②9/4(火)　
申込・問合せ　斉藤さん ☎72･3173
【弓道】
日程　9/16(日)
種別　競射12射、点取り8射、金的
場所　石狩市弓道場（花川北中敷地内）
申込期限　9/5(水)
申込・問合せ　青木さん ☎090･2870･6882
【軟式野球】
日程　9/9～10月末の毎週日曜※9/16を除く
種別　一般　
場所　青葉球場、樽川球場ほか
申込期限　8/28(火)
申込・問合せ　坂下さん ☎090･7057･3135

【サッカー】
日程　9/9(日)　種別　一般　
場所　スポーツ広場　申込期限　8/31(金)
申込・問合せ　草島さん
☎64･1220 　 64･1222
【ソフトボール】
日程　9/30(日)
種別　一般男子、壮年男子
場所　スポーツ広場　申込期限　9/21(金)
申込・問合せ　内川さん
☎090･1647･2148 　 76･6562
【ゲートボール】
日程　9/15(土)　種別　団体戦　
場所　スポーツ広場　申込期限　9/8(土)
申込・問合せ　小林さん ☎73･6212
【ゴルフ】
日程　9/30(日)
種別　18Hストロークプレイ（新・新ペリア方式）
場所　シャトレーゼＣ.Ｃ石狩
申込期限　9/23(日・祝)
申込・問合せ　糟谷さん　
☎64･1220　  64･1222
【バレーボール】
日程　9/9(日)　種別　女子４号球
場所　花川小学校　申込期限　9/2(日)
申込・問合せ　寺島さん ☎080･1876･5139
【パークゴルフ】
日程　9/24(月・振)
種別　男女混合団体戦　
場所　緑苑台パークゴルフ場
申込期限　9/16(日)
申込・問合せ　沢口さん ☎　74･0804
【登山】
日程　10/20（土）
種別　一般（登山愛好者）　
場所　神居尻山　申込期限　10/12（金）
申込・問合せ　草島さん　
☎64･1220 　 64･1222
【剣道】
日程　9/9(日)　種別　個人戦（級別）
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　8/13(月)
申込・問合せ　滝田さん ☎090･7518･3027

【テニス】
日程　9/9(日)
種別　一般男子・女子各ダブルス　
場所　サン・ビレッジいしかり
申込期限　9/2(日)
申込・問合せ　早坂さん　
　ishikaritennis@gmail.com
【バドミントン】
日程　10/7(日)
種別　男女ダブルス・シングルス（各ランク分）
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/28(金)
申込・問合せ　盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp
【卓球】
日程　9/16(日)
種別　男子シングルスA・Bクラス別、男子
ダブルスA・Bクラス別、女子シングルスA・
B・Cクラス別、女子ダブルスA・B・Cクラス別
場所　花川南コミセン
申込期限　9/7(金)
申込・問合せ　川又さん
☎76･2255　  76･2277
【バスケットボール】
日程　10/6（土）･8（月・祝）･13（土）･14（日）･
20（土）･21（日）
種別　一般男子・女子クラス別　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/7(金)
申込・問合せ　伊藤さん
　Shota.Ito@city.ishikari.hokkaido.jp
　http://www.ishikari-baske.sakura.ne.jp/
【柔道】
日程　10/7(日)
種別　小学男女1・2年生、小学男女3・4年
生、小学男女5・6年生、中学男子・女子、一
般男子・女子　
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/5(水)
申込・問合せ　阿部さん ☎　72･2207
【スポンジテニス】
日程　9/30(日)
種別　混合ダブルス1部・2部・3部
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　9/15(土)
申込・問合せ　中村さん 
☎090･6877･3233　  74･8188

8月のソフトボール大会･
合宿情報
8月のソフトボール大会･
合宿情報
8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

第40回会長旗争奪ソフトボール大会
平成30年度高体連札幌支部ソフトボール新人大会兼
第37回北海道高等学校ソフトボール大会札幌支部予選会兼
第37回全国高等学校ソフトボール選抜大会札幌支部予選会

8/5（日）

8/25（土）・26（日）


