
　25（日）
石狩市文化協会主催鑑賞事業
津軽三味線記念コンサート
～新田親子20周年～
　日本の三味線界をリードしてきた新田親子
の「絆」をテーマにしたステージ。 
時間　13時30分～15時30分 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
費用　大人前売券1,500円、当日券2,000円、
小中学生前売券・当日券500円 
そのほか　託児あり※無料。9(金)までに要申込 
申込・問合せ　NPO法人石狩市文化協会事務局
☎　75･1288

　28（水）
いしかり海辺の自然塾
海浜植物種子と石狩川河口の観察会
　侵食と堆積を繰り返す石狩川河口のダイナ
ミックな砂浜を観察します。 
時間　9時50分～12時30分 
講師　ＮＰＯ法人いしかり海辺ファンクラブ　
内藤 華子氏
持ち物　飲み物、雨具、筆記用具、肌を出さない
服装 
定員　10人（申込順）　費用　500円 
申込期限　25（日） 
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）※火曜休館 ☎60･6107　
　hamanasu@guitar.ocn.ne.jp

　28（水）
いしかり食と農のカレッジ うかたま勉強会②
発酵食テーブル
　伝統的な三升漬けや漬物の素・甘酒のほか、
だし麹やトマト麹など発酵を活かしたおいしい
食卓づくりの提案。肉ソテー、冷やしみそ汁、
漬物、サラダ、甘酒チーズケーキほか。　 
時間　10時～13時 
場所　花川南コミセン（花川南6・5） 
持ち物　エプロン、三角巾、布巾2枚、筆記用具 
定員　20人　費用　1,200円 
申込期間　1（木）～20（火） 
申込・問合せ　うかたまリーダー 村上さん
☎090･6262･5633

　31（土）
石狩海岸フットパスツアー
志美北3線から石狩砂丘を歩く
　3線からカシワ林を抜け、海沿いの道を植物
や鳥を観察しながら石狩浜海浜植物保護セン
ターまで歩きます。 
対象　小学校5年以上 
時間　9時～13時　  
集合場所　市役所駐車場（花川北6・1）※会場
までバス送迎あり 
講師　ＮＰＯ法人いしかり海辺ファンクラブ会員 
持ち物　飲み物、歩きやすい服装、帽子、昼食 
定員　30人（申込順）　費用　500円（資料代） 
申込期間　1（木）～26（月） 
申込・問合せ　石狩浜海浜植物保護センター
※火曜休館 ☎60･6107 
　iufc.office@gmail.com

　9/7（土）
アートウオームカフェほわぽわ
ほわぽわカフェまつり
　子ども用の簡単な工作、楽しい歌遊びやカプラ、
ボードゲームなどを用意するほか、手作り雑貨
販売、手作りお菓子やパンの販売なども。
※来店時には飲み物の注文をお願いします
時間　10時30分～14時
場所　アートウォーム（花畔1・1・56）
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

　9/1（日）
第9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、187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

　25（日）
スポーツ塾 レバンガ北海道
バスケットボールクリニック
　誰でも「はじめて」からのスタート、さあ、カラ
ダを動かそう！ 参加賞あり。
対象　小学校1～6年
時間　15時～17時
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337・4）
講師　レバンガ北海道バスケットボール
アカデミーコーチ
持ち物　上靴、タオル、飲み物
定員　50人（申込順）　
申込期限　19（月）
申込・問合せ　石狩市体育協会☎64・1220
　64・1222
　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

　26（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

　9/7（土）
秋の野鳥観察会
　いしかり調整池で水鳥や猛禽類などの野鳥
を観察します。 
対象　小学校4年以上 ※小学生は保護者同伴 
時間　9 時～12時 ※8時45分集合 
集合場所　市役所駐車場（花川北6・1）
※会場までバス送迎あり 
講師　石狩鳥類研究会 樋口 孝城氏 
持ち物　動きやすい服装、お持ちの方は双眼
鏡（少数貸出あり）      
定員　30人（申込順） 
申込期限　9/5（木） 
申込・問合せ　環境保全課
☎72･3269 　75･2275 　　 　   
　k-hozen@city.ishikari.hokkaido.jp

　27（火）
神経難病学習会
　パーキンソン病およびパーキンソン病関連
疾患で自宅療養されている方とご家族に向けた
学習会です。
内容　講話と実技「家庭でできるリハビリテー
ション～動ける体を維持しよう～」、交流会
時間　14時～16時
場所　りんくる（花川北6・1）　
申込期限　13（火）
申込・問合せ　江別保健所健康支援係
☎011･383･2111 ※平日8時45分～17時30分

　28（水） ※雨天決行
親子バス遠足
　普段とは違う場所「さとらんど」へ行って、親
子やお友達と一緒に楽しみましょう！ 
対象　5歳以下の子と保護者
時間　10時～14時 ※予定 
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　お弁当、おやつ、飲み物、敷物、おむつ
などのお出かけグッズ 
定員　15組（申込順） 
申込期間　1（木）～20（火） 
申込・問合せ　いしかり子育てネット会議
（子ども政策課）☎72･3631

　27（火）～9/1（日）
トリム･フォトクラブ
四季の風物写真展
時間　10時～17時（初日11時～、最終日16時まで）
場所　市民図書館（花川北7･1） 
問合せ　阿部さん☎011･771･3855

　9/6（金）
いしかり市民カレッジ 主催講座8 
日高路の旅～むかわ竜とアイヌ

文化の里を訪ねて～
　国内最大の全身骨格の化石「むかわ竜」が見
つかった穂別で、生きている化石「メタセコイヤ」
の街路樹や古生物のオブジェがある「進化の道」
の散策と博物館を見学します。平取では沙流
川流域に息づくアイヌ文化の継承の地・二風
谷コタンを訪ね、古代に夢を馳せアイヌ文化に
ひたります。
時間　8時30分～17時30分 
集合場所　市公民館（花川北6・1） 
持ち物　昼食　
申込期限　23（金） 
定員　40人（申込多数時カレッジ生優先の抽選） 
費用　受講料500円・カレッジ生400円と施設
見学料550円 
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

もうきん
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【水泳】
日程　9/22(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 ※全て男女年齢別
場所　市民プール　
申込期限　31(土)
申込・問合せ　白岩さん☎090･9523･7126
【ボート】
日程　31(土)
種別　フォアスカル（ジョイフォア）
場所　茨戸川漕艇場　
申込期限　25(日)
申込・問合せ　宮出さん☎090･2050･3899
【ソフトテニス】
日程　9/8(日)　 
種別　一般・壮年の部
場所　紅葉山公園
申込期限　30(金)　
申込・問合せ　岩脇さん☎090･6997･2892
【弓道】
日程　9/8(日)
種別　競射12射、点取り8射、金的
場所　石狩市弓道場（花川北中学校敷地内）
申込期限　28(水)
申込・問合せ　青木さん☎090･2870･6882
【軟式野球】
日程　9/8～10/20の毎週日曜　
種別　一般　
場所　青葉球場、樽川球場、紅葉山球場
申込期限　9/4(水)
申込・問合せ　坂下さん☎090･7057･3135
【サッカー】
日程　9/8(日)　種別　一般　
場所　スポーツ広場
申込期限　30(金)
申込・問合せ　草島さん☎64･1220 
【ソフトボール】
日程　9/29(日)
種別　一般男子、壮年男子
場所　スポーツ広場
申込期限　9/20(金)
申込・問合せ　内川さん☎090･1647･2148
【ゲートボール】
日程　9/15(日)　
種別　団体戦　
場所　スポーツ広場
申込期限　9/7(土)
申込・問合せ　林さん☎72･6585
【ゴルフ】
日程　9/29(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　9/22(日)
申込・問合せ　糟谷さん☎64･1220
【バレーボール】
日程　9/8(日)　
種別　女子・４号球
場所　花川小学校　
申込期限　9/2(月)
申込・問合せ　西田さん☎76･6706

【パークゴルフ】
日程　9/23(月・祝)
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　9/15(日)
申込・問合せ　沢口さん☎　74･0804
【登山】
日程　10/5（土）
種別　一般（登山愛好者）　
場所　浜益御殿       
申込期限　9/28（土）
申込・問合せ　草島さん☎64･1220
【剣道】
日程　9/8(日)　
種別　個人戦
場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
申込期限　26(月)
申込・問合せ　加藤さん☎090･8427･9314
【テニス】
日程　9/8(日)
種別　一般男子・女子ダブルス　
場所　サン・ビレッジいしかり
申込期限　9/1(日)
申込・問合せ　早坂さん　
　ishikaritennis@gmail.com
【バドミントン】
日程　10/6(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(土)
申込・問合せ　盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp
【卓球】
日程　9/22(日)
種別　男子シングルス・ダブルス（A・Bクラス
別）、女子シングルス・ダブルス（A・B・Cクラス別）
場所　花川南コミセン
申込期限　9/9(月)
申込・問合せ　川又さん☎76･2255　 
【バスケットボール】
日程　10/5（土）･12（土）･13（日）･14（月・祝）・
19（土）･20（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　9/6(金)
申込・問合せ　伊藤さん☎090･2875･9265
【柔道】
日程　10/6(日)
種別　幼児、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　9/6(金)
申込・問合せ　宮野さん☎　76･6897
【スポンジテニス】
日程　9/29(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　9/19(木)
申込・問合せ　中村さん☎090･6877･3233

ソフトボール
大会情報

17（土）～19（月）
第16回 全日本一般男子大会 

25（日）
第2回 北海道ソフトボール愛好者大会

　石狩ハイスタンプ会
【観劇まつりチケットと交換】
　満貼台紙4冊または2冊＋1,000円で、指定
席券１枚を事務所で交換。
内容　TVh落語「三遊亭円楽 独演会」
（9/4(水)19時開演、道新ホール）
日時　1(木)10時～　
定員　2人（先着順）
【とくとく企画】
　期間中、新聞折込チラシの600円シールを満
貼台紙に貼って加盟店で利用すると通常500
円が600円に！ ※新聞を取っていない方へ1人
1枚まで折込チラシを事務所で配布 
日程　1（木）～4（日）
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚を事務所で交換。 
日時　5（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～12時30分

　①9/19（木） ②9/26（木） ③10/3（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座9 
地震予測研究と石狩市の防災の現状

　胆振東部地震から、私たちはどんな教訓を
くみ取り、今後の大規模地震の発生を想定し
たらよいのか、日本海の地震予測と津波への
心構えや対処方法を考えます。さらに、石狩市
の防災対策を通して地震などの災害から建物
や身の守り方を学びます。
内容　① 胆振東部地震をどう見る！
② 日本海の地震予測と津波
③ 石狩市の防災の現状について 
時間　10時30分～12時 
場所　花川北コミセン（花川北3・2） 
講師　①②北海道大学大学院理学研究院附属
地震火山研究観測センター長・教授 高橋 浩晃氏 
③市総務課危機管理担当　伊藤 道人 
費用　受講料1,500円・カレッジ生1,200円（全
3回分） 
申込期限　9/5（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

　第23回石狩市民体育大会 秋季大会

スポーツ広場（花畔337･3）
スポーツ健康課 ☎72･6123

所
問

※費用は要問合せ
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