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  5/22（水）
健康教室 ～心の健康について
時間　14時～14時30分 ※申込不要 
場所　花川病院1階ロビー（花川南7･5） 
講師　保健師 
そのほか　「はなカフェ」と同時開催（コー
ヒーの無料提供あり） 
問合せ　地域連携相談センター 金子さん
☎76･2727

  5/26(日）
厚田の海でビーチコーミング
　ビーチコーミングとは漂着物を採取した
り観察することです。貝や海外のビン、中
にはレアな宝物も。 
時間　9時～13時 
集合場所　厚田支所(厚田45・5) 
講師　いしかり砂丘の風資料館 学芸員 
志賀 健司 
持ち物　飲み物、軍手、長靴、雨具 
定員　20人(申込順)　　
費用　無料 
申込期限　5/24(金) 
申込・問合せ　厚田区地域おこし協力隊 
江﨑さん☎080･4504･6591

  5/30（木）
コンニャクって芋からできているの？
　普段食べている食品について考えよう！ 
芋から手づくりでこんにゃくを作ってみ
ましょう。いろいろなこんにゃく料理を
体験します。 
時間　10時～13時　
場所　花川南コミセン（花川南6･5） 
講師　うかたまグループ会員 
持ち物　筆記用具、エプロン、三角巾、
布巾2枚、あれば厚手のゴム手袋 
定員　20人 　
費用　900円（持ち帰りあり） 
申込期間　5/1（水・祝）～15（水） 
申込・問合せ　うかたまグループ 村上さん
☎090･6262･5633

  6/1（土）・2（日）
第6回「花と野菜の苗」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 渡辺さん
☎090･7516･7569

  5/26（日）
学習会「風力発電ゾーニングへの市民参加」
　市民が自らデータをとり、ゾーニングマップ
に反映させるには何が必要でしょうか。鳥類
データを例に、ゾーニングマップの効果的な
活用のための市民参加を考えます。 
時間　13時30分～15時30分 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
講師　NPO法人EnVision環境保全事務所
長谷川 理氏 
費用　300円（資料代ほか） 
申込・問合せ　石狩湾岸の風力発電を考える
石狩市民の会 安田さん☎090･6211･1602

  5/23(木)
廃材木工講座
ゴミストッカー
時間　9時30分～12時　　
定員　5人（申込順）　
費用　1,200円
申込期間　5/7(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

  5/28（火）
第14回おしゃべり上映会 オペラ編
モーツァルト晩年の傑作「魔笛」を厚田で！
　地域おこし協力隊でオペラ歌手の今野
さんが、自身の体験や世界の劇場で起こっ
たハプニングなどの話を交えて解説する
初心者向けオペラ上映会。
　飲み物とお菓子をいただきながら、どなた
でもリラックスして楽しめる会です。今回は
今野さんが何度も出演してきた名作「魔笛」！ 
時間　13時～17時（作品正味3時間） 
場所　厚田保健センター（厚田45・5） 
持ち物　筆記用具 　
定員　20人（申込順） 
費用　1人200円（飲み物、お菓子代）
高校生以下無料
申込期限　5/27（月）17時    
講師・申込・問合せ　厚田区地域おこし
協力隊 今野さん☎090･9529･1581

  5/29（水）
第6回おしゃべり上映会 落語編
新作落語を楽しむ
　地域おこし協力隊で落語マニアの今野
さんが、地域の皆さんと一緒に落語を楽し
む上映会です。飲み物とお菓子をいただき
ながら、気楽～～に楽しみましょう！ 
時間　13時～15時 
場所　厚田保健センター（厚田45・5） 
持ち物　筆記用具 　
定員　20人（申込順） 
費用　1人200円（飲み物、お菓子代） 
申込期限　5/28(火)17時 
講師・申込・問合せ　厚田区地域おこし
協力隊 今野さん☎090･9529･1581

  5/24(金)
手芸講座
猫型ポーチ（15cm）
時間　9時～12時　　
定員　5人（申込順）　
費用　500円
申込期間　5/7(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

  5/25(土)
廃材木工講座
花台2個（折りたたみ椅子型・三輪車型）
時間　9時30分～12時　　
定員　5人（申込順）　
費用　1,000円
申込期間　5/7(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

  5/27（月）～31（金）
5月のロビー展
白畠さんの「石狩浜マクロ散歩」写真展
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

  5/25（土）
第14回 医療公開講座
ひざ痛予防教室
　皆さんの“膝”は大丈夫ですか？筋力
チェックとひざ痛予防運動を行います。
時間　14時～15時30分
内容　①講義　②運動指導
定員　20人（申込順）
費用　無料
場所･申込･問合せ　花川整形外科医院
（花川南3・4）☎73･1881

  5/24(金)
廃材木工講座
ベンチ（二人掛用）
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　5/7(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

  5/25（土） ※雨天決行（中止の場合は事前連絡） 
いしかり自然観察会
～石狩の最北端、浜益をめぐる～

　市の最北端の浜益。市街地とは違った
自然を講師の方と一緒に巡ります。 
対象　石狩市および近郊にお住まいで、
石狩の自然に興味のある方 
時間　9時～15時予定 
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 
持ち物　昼食、飲み物、敷物、外で活動で
きる服装、筆記用具、お持ちの方は双眼
鏡、虫除け 
定員　30人（申込順） 
費用　無料 
申込期間　5/7（火）～23（木） 
申込・問合せ　環境保全課
☎72･3269 　75･2275
　k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp
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5月のソフトボール大会情報5月のソフトボール大会情報5月のソフトボール大会情報
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

2019年度高体連札幌支部高校女子ソフトボール春季大会
第41回春季ソフトボール大会
第71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54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
第2回羊ヶ丘病院杯愛好者シニア大会

5/3（金・祝）～5（日・祝）
5/12（日）

5/21（火）～23（木）

5/25（土）

  6/1（土） ※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！

時間　8時45分～13時30分 
集合場所　りんくる（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 
定員　30人（申込順） 
費用　無料 
※入浴される方のみ大人650円、小学生
以下300円、65歳以上600円  
申込期限　5/24（金） 
申込・問合せ　スポーツ健康課
☎72･6123

  6/10（月）
市民パークゴルフ教室(初心者)

内容　実技･マナーなど 
対象　パークゴルフ初心者（市民） 
時間　13時～16時 
場所　緑苑台パークゴルフ場（緑苑台中
央3・602） 
講師　石狩パークゴルフ協会 
持ち物　クラブ･ボール（100円で貸出可） 
定員　30人　
費用　300円 
申込方法　緑苑台パークゴルフ場・シーサ
イドみなくるパークゴルフ場（望来27･1）
にある申込･受付簿に記入 
申込期限　6/3（月） 
問合せ　石狩パークゴルフ協会 
事務局長 沢口さん☎74･0804

  6/20（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（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　詳細は後日郵送でお知らせ
申込期間　5/7(火)～14(火)  
申込・問合せ　高齢者支援課☎72･7014

  6/8（土）
講演会 サハリンの植物と先住民の人びと
　北海道のすぐ北にあるサハリン島。そこ
で見られる植物や、石狩浜の海浜植物との
関係、先住民の植物利用について紹介し、
自然と人との関わりについて考えます。 
時間　14時～15時30分    
場所　市民図書館（花川北7・1） 
講師　水島 未記氏（北海道博物館自然研究
グループ学芸主幹） 
定員　40人（申込順）　費用　無料 
申込期限　6/6（木） 
申込・問合せ　環境保全課
☎72･3269 　75・2275
　k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp

  ①6/6（木） ②6/20（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座3
明治期の商都小樽

内容　①明治期の小樽の概説史～港湾・
鉄道・文化など
②住吉屋西川家の日記にみる小樽～近江
商人で明治の小樽で活躍した商人の膨大
な日記から商都を読み解く！～ 
時間　10時30分～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
講師　菅原 慶郎氏（小樽市総合博物館学芸員） 
費用　受講料1,000円、カレッジ生800円
（全3回分） 
申込期限　5/23（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+現金で300円で無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。 
日時　5/13（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

　石狩市では「消費者大会」と位置づけ、啓発活動、消費者トラブル事例のパネル展や
消費生活に関する講座と講演会を行います。日常生活に潜む消費者トラブルの最新事
例を学び、対処法について一緒に考えてみませんか？
申込・問合せ　広聴・市民生活課☎72・3191

知っておきたいシニア向けスマートフォン教室
日時　5/23（木）13時30分～15時30分
場所　りんくる（花川北6・1）
講師　KDDI(株)認定講師
対象　スマートフォンの購入を検討され
ているおおむね70歳以下の方
定員　20人（申込順）
申込期間　5/7（火）～

日時　5/24（金）
①10時～11時 ②12時～12時30分
場所　①道の駅石狩「あいろーど厚田」（厚田98・2）
　　　②浜益コミセン「きらり」（浜益630・1）

期間　①5/16（木）～23（木）
　　　②5/27（月）～31（金）
場所　①りんくる（花川北6・1）
　　　②花川南コミセン（花川南6・5）

講座
知っておきたいインターネットの落とし穴
日時　5/31（金）13時30分～15時30分
場所　花川南コミセン（花川南6・5）
講師　弁護士 小林 由紀氏
石狩市の消費生活に関する現状
説明員　石狩市消費生活センター相談員
定員　50人（申込順）
申込期間　5/7（火）～

講演会

街頭啓発 パネル展

5月は消費者月間です5月は消費者月間です5月は消費者月間です
テーマ「ともに築こう豊かな消費社会～誰一人取り残さない2019～」


