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  6/30（日）
第5回 石狩手話フェスタ2019
　手話劇、手話コーラス、太鼓の演奏など、
手話を一緒に楽しみませんか！飲食コー
ナー、来場者プレゼント、抽選会もあります。

 
時間　13時～15時30分（開場12時30分） 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
費用　無料（飲食は有料） 
問合せ　事務局（障がい福祉課）　
☎72･3194

  6/25(火)
赤十字災害時高齢者生活支援講習
内容　講義:災害が高齢者に及ぼす影響・
接するときの心づかい　
実技:災害時に役立つ毛布と風呂敷を使って
～毛布ガウン&リュックに早変わり～ 
対象　15歳以上　時間　13時30分～15時
場所　りんくる(花川北6・1) 
講師　日本赤十字社 健康生活支援講習指導員 
持ち物　筆記用具、あれば大判風呂敷2枚 
定員　10人程度
費用　無料 
申込期限　6/11(火) 
申込・問合せ　日本赤十字社石狩市地区
☎72･8181 　74･2008

  6/27（木）
アートウォームカフェほわぽわ お弁当ランチ
～たまには手ぶらでラクしちゃおう♪～
　お肉、お魚を使わないお野菜中心の身
体に優しいお弁当です。
時間　11時30分～
場所　アートウォームカフェほわぽわ（花畔1・1・56）
費用　900円（弁当、味噌汁、ワンドリンク・
ケーキ付き。先着10個、要予約）
申込・問合せ　子育て支援ワーカーズ
ぽけっとママ☎090･8636･2004

  6/29（土）～7/4（木）
北の花紀行･村上玖実子　
花の水彩画「ななかまど」作品展
　北海道新聞「おばんでした」連載中の「北
の花紀行」原画と花の水彩画「ななかまど」
の作品を展示します。費用無料。
場所　紀伊國屋書店札幌本店2階ギャラ
リー（札幌市北5西5･7sapporo55ビル）
問合せ　村上さん☎74･6462

  7/4（木）
フラワーマスター研修バスツアー
時間　9時～17時（市役所来客用駐車場
に9時集合）    
場所　富良野市 風のガーデン（富良野市
中御料）ほか 
持ち物　昼食（施設内にレストランあり）
定員　20人（申込多数時抽選）　費用　1,500円 
申込期間　6/5（水）8時45分～7（金）17時
15分 ※1度の申し込みにつき2人まで 
申込・問合せ　フラワーマスター連絡協議会
事務局（都市整備課内）☎72･3671

  6/29(土)
はまなすの丘公園植物観察＆
本町地区歴史探訪
　はまなすの丘公園に咲く初夏の花々を
観察し、本町地区の歴史遺産を探訪します。 
時間　9時～14時30分 
集合場所　市役所駐車場（花川北6・1） 
持ち物　昼食、飲み物、野外を歩ける服装、
お持ちの方は双眼鏡 
定員　30人 　費用　300円(資料代) 
主催・講師　いしかり海辺ファンクラブ 
申込期限　6/26(水) 
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
☎60･6107　   iufc.office@gmail.com

  6/29（土）
いちごジャム作り体験
　いちごを摘み、ジャムを作ります。
対象　親子、グループ　場所　北生振112・8
時間　9時～いちご摘み、10時～12時ジャム作り
持ち物　エプロン、三角布　定員　4組
費用　大人300円･子ども100円（持ち帰り
ジャム1瓶300円）
申込期限　6/22（土）
講師・申込・問合せ　萬年さん
☎080･8295･6053 ※17時以降受け付け

  6/25（火）
第15回おしゃべり上映会オペラ編
オペラ界のラブコメ「愛の妙薬」を厚田で！
　地域おこし協力隊で現役オペラ歌手の
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。今回は笑い
あり、涙ありの喜劇でほっこりしましょう！ 
時間　13時～16時（作品正味2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 
費用　１人200円（飲み物・お菓子代）、
高校生以下無料
申込期限　6/24（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

  6/26（水）
第7回おしゃべり上映会 落語編
上方落語フェア
　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！今回は江戸前
落語とは違う味わい、大阪の芸をたっぷり！ 
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　6/25(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

  6/27（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座4
青年・大人の発達障害を考える

　最近、大人の発達障害が話題になって
います。障がいのため実生活や仕事など
で苦労されている方もいます。長年にわた
り障がい児教育に取り組み、障がい分野
の研究にも携わってこられた講師にお話
を伺います。
時間　10時30分～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
講師　札幌学院大学名誉教授 二通 諭氏 
費用　受講料500円・カレッジ生400円 
申込期限　6/14（金）
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

  7/4・11・18・25、8/1 ※木曜
いしかり市民カレッジ まちの先生企画講座2
女性のための初心者健康マージャン

内容　①「マージャン」ってどんなゲーム？ 
②「アガる」ために必要な基本
③「リーチ」をしてみよう！④「基本的な役」
を覚えよう ⑤実は貰えます「ポンとチー」 
時間　9時30分～11時30分 
場所　市公民館（花川北6・1） 
講師　蒲原 史起氏 
定員　各20人（最少催行人数10人、申込
多数時カレッジ生優先の抽選） 
費用　受講料2,500円・カレッジ生2,000円
（全5回分）、テキスト代500円 
申込期限　6/20（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

  7/13・27 ※土曜
いしかり市民カレッジ 主催講座5
石狩歴史散歩

内容　①生振地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて
②浜益地区の碑と歴史の痕跡を訪ねて 
時間　①9時～12時30分 ②9時～16時30分 
集合場所　市公民館（花川北6・1） 
講師　石狩市郷土研究会会長 村山 耀一氏 
持ち物　昼食、飲み物 
定員　35人（申込多数時カレッジ生優先の抽選） 
費用　受講料1,000円・カレッジ生800円
（全2回分）、施設見学料240円 
申込期限　6/28（金） 
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

  6/24（月）
　　ファミサポ出前「こっこひろば」
　　たくさんのおもちゃや絵本を用意して
います。時間内は出入り自由。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、わらべうた遊びほか
時間　10時30分～14時　
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
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6月のソフトボール大会情報6月のソフトボール大会情報6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

第23回石狩市民体育大会春季ソフトボール大会
第41回会長旗争奪ソフトボール大会
Hokkaido-Hawaii Girls Softball ALOHA Games

6/2（日）
6/23（日）
6/29（土）・30（日）

  7/16（火）
石狩市生活学校バス研修
　女性の生活者の視点から、リサイクルな
ど身近な暮らしの中の問題について取り組
む石狩市生活学校では、バス研修を実施し
ます。行き先は札幌市民防災センター、札
幌市円山動物園です。生活学校のメンバー
と交流を深めながら一緒に見学しましょう。 
時間　8時50分～17時 
集合場所　花川北コミセン（花川北3・2）
持ち物　昼食（園内に食堂あり） 
定員　40人　費用　800円 
申込期限　6/30（日） 
申込・問合せ　石狩市生活学校 
三島さん☎74･7190 河合さん☎74･0582

  7/17（水）
花めぐりツアー
時間　9時～17時（市役所来客用駐車場に9時集合）
場所　恵庭市 えこりん村ほか 
持ち物　昼食（施設内にレストランあり）
定員　33人（申込多数時抽選） 
費用　1,200円（65歳以上1,000円） 
申込期間　6/19（水）8時45分～21（金）
17時15分 ※1度の申し込みにつき2人まで 
申込・問合せ　花と緑の協議会事務局
（都市整備課内）☎72･3671

  8/3（土）
浜益「いっぺ、かだれや」ヘルシーウォーク
　浜益温泉をスタート、
川下八幡神社、史跡ハマ
マシケ陣屋跡を巡る、
全長8㎞のコースです。
参加者全員に特産品が
当たるお楽しみ抽選会もあります！ 
時間　10時15分スタート    
集合場所　浜益温泉駐車場（浜益区実田254・4） 
定員　200人（申込順） 
費用　1,500円（小学生以下500円）
※浜益温泉入浴券、参加記念品を含む 
申込方法　6/3（月）～7/19（金）に（一社）
石狩観光協会HPより申し込み
　http://www.ishikari-kankou.net 
問合せ　実行委員会（浜益支所地域振興課）
☎79･2029 　79･3702

石狩ハイスタンプ会
【有効期限のお知らせ】
　R2/2/1に「石狩ハイスタンプシール」と
「台紙」が替わります。現在の黄色シールと
青色台紙は、有効期限がR2/1/31(金)です。
現在のものを350枚集めて満貼台紙500円
として1月中にご利用ください。ハイスタンプ
シール選択期間（黄色シールか新シールか
選べる期間）は、R2/1/1(水・祝)～31(金)
です。
【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　6/3（月）10時～　定員　5人（1人1枚、先着順）
【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

第7回 いしかり海辺の自然フォトコンテスト
作品テーマ　石狩海岸に代表されるハマナスなどの動植物や自然風景
応募の条件　1人2点まで。2年以内に撮影した未発表のもの。作品は、応募者本
人が撮影し、かつ、著作権を有するもの。人物が写っている作品に関しては、肖像
権の確認が取れた作品のみ応募可能です。応募作品は返却不可
作品サイズ　デジタルカメラまたはフィルムカメラで撮影されたもの。サイズは、カ
ラー・モノクロA4または四つ切プリント。四つ切ワイド、合成写真、日付入りは対象外
賞　グランプリ1点、準グランプリ2点、はまなす賞1点、実行委員会賞1点。石狩
市内地場産品を贈呈
そのほか　入賞作品の使用権は主催者に属し、石狩市のPR活動に使用する権利
を有します。応募作品は市内の公共施設で展示会を開催します（ポストカードなど
で使用する場合あり）
応募方法　各作品の裏に応募用紙（はまなすフェスティバルHPから入手可）を
貼り付け、7/31（水）までに郵送（必着）
応募先　〒061-3372 弁天町48・1 石狩浜海浜植物保護センター内
「いしかり海辺の自然フォトコンテスト」係

ハマナスHealthyタイム、Motto time
　保護センターに隣接するハマナス再生園でハマナスの移
植や除草作業を行います。目指せ、一面にハマナスが咲き
ほこるハマナス園！　Healthyタイムは作業後にティータイム
があります。石狩天然温泉番屋の湯当日無料入浴券付き！
Healthy　タイム　6/13、7/11、9/12、10/10 ※木曜
Motto time　6/27、8/22、9/26 ※木曜　
時間　10時～12時
持ち物　軍手、長靴、作業しやすい服装、飲み物　
申込期限　各開催日の前日

香りのモーニングツアー
　朝咲いたばかりのハマナスの花を摘ん
で蒸留水を作ります。石狩天然温泉番屋
の湯当日無料入浴券付き！ ※要申込
時間　8時30分～11時　定員　15人
費用　1,000円

　ハマナスの魅力を楽しめ
る1日です。ハマナスグッズ
の販売や子どもも楽しめる
体験コーナーがあります。
内容　ハマナスを使用した
商品の販売や紹介、ハマナス
クリームのハンドマッサージ、
はまなすカフェ、香り体験、ハマナスを使ったクラフト
体験、クイズラリー、雑草抜き大会（参加無料、景品
付き）、ハマナス苗の配布など ※入場無料
時間　10時～15時　主催　はまなすフェスティバル実行委員会
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 ※9時～17時、火曜休館

はまなすの蒸留水でシロップづくり
　ハマナスの香り高いシロップを作ります。
石狩天然温泉番屋の湯当日無料入浴券
付き！ ※要申込
時間　12時30分～14時　定員　15人
費用　1,000円

第７回 はまなすフェスティバル第７回 はまなすフェスティバル第７回 はまなすフェスティバル6/15（土）


