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30 月

以下に該当する場合は、掲載をお断りさせていただきます。
● 営利目的の販売・勧誘、宗教、政治活動 ● 公の秩序を乱すような内容のもの ● 広く市民に周知する内容と認められないとき

　2（月）～6（金）
水彩サークルせぴあ30周年記念展
　水彩での静物、風景、人物など、旧･新作20点
余りを展示します。
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 大沢さん☎73･2981

　5（木）･19（木）
民謡太鼓教室
　慣れ親しんだ民謡を太鼓で伴奏できたら
ステキでしょ！ 夏期間は盆太鼓も習えます。
時間 13時30分～14時30分
場所 アトリエ遊 ねこの手（緑苑台東2・1）
講師 札幌民謡連盟太鼓師範 栗田晃章認証
中嶋 鼓美也晃氏
定員 4人　費用 2,000円
そのほか 太鼓、バチ貸し出し可
申込・問合せ 中嶋さん☎71･2632

　11（水）～10/30（水） ※毎週水曜、全8回
スポーツ塾～からだケア教室～
　自宅でできるセラバンドなどを利用した簡単
な筋力トレーニング、ポールを使ったストレッチ、
バランス運動を行います。
対象 原則50歳以上　時間 15時～16時30分
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337・4）
講師 レバンガ北海道
アカデミートレーナー、
石狩市体育協会職員
持ち物 上靴、タオル、
飲み物
定員 30人（申込順）
費用 入館料1回100円
申込期限 9（月）
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64･1220　 64･1222
　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

　11（水）
映画ひろしま上映会
　原爆が投下された直後の様子や被爆者の苦
しみを描いた1953年関川秀雄監督作品。原爆
の恐ろしさや平和について考えてみませんか。
時間 ①15時30分～ ②18時30分～
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
定員 各300人
費用 1,000円（小・中・高校生無料。小学生以下
は保護者同伴）※花川北コミセンで販売
問合せ 映画ひろしまを石狩で上映する会
（平和プロジェクト実行委員会事務局）
髙橋さん☎080･3237・8863

　6（金） ※ほか3回
9月のマナビーバ
　ひとり親家庭の子どもたちに、大学生の学習
ボランティアが分かりやすく教えます。
対象 中学3年生 ※中学1、2年生は要相談
日時 6（金）・13（金）・20（金）・27（金）18時45分
～20時45分 ※食事をする方は18時～
場所 こども未来館「あいぽーと」(花川北7・1)
費用 夕食が必要な方は1回250円
申込・問合せ NPO法人こども・コムステーション・
いしかり 伊藤さん☎080･5838･8914

　5（木）・6（金）・7（土）
リサイクルプラザ講座
包丁とぎ講座
時間 9時30分～11時
持ち物 包丁（3丁まで）、タオル
定員 各5人（申込順）　費用 500円
申込期間 3（火）9時～　
場所・申込・問合せ リサイクルプラザ
（新港南1・22）※月曜・祝日休館 ☎64･3196

　9（月）・30（月）
子ども学習支援
学びスクエア～いしかり～
　大学生を中心とした地域のボランティアが
一緒に勉強します。※要申込
対象 小学4年生～中学3年生
時間 15時30分～17時30分
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2･3）
持ち物 勉強道具　申込期限 当日午前中
申込・問合せ (有)アット 学びスクエア学習支援
事務局 佐藤さん☎62･8100　
　info@at-corporation.co.jp

　9（月）
子ども食堂 ちるマルシェ
　孤食の解消、地域交流を目的とした子ども
食堂です。1人でも来られる環境を作りたいの
で、相席にご協力ください。 ※申込不要
時間 17時30分～19時30分（最終入店は19時）
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2・3）
費用 大人500円、中学生400円、小学生200円
※就学前児童は無料
問合せ （有）アット子ども食堂 佐藤さん
☎62･8100
　info@at-corporation.co.jp

　11（水）～18（水）
第37回 石狩市小中学校創意工夫作品展
　夏休みを利用して制作した作品が、市内各
小中学校からたくさん出品されます。
時間 10時～17時
場所 市民図書館（花川北7･1）
問合せ 生振小学校 今野教諭☎64･2018

　13（金）
第15回 子育て孫育て講演会 
伝わるふれあいしていますか？
時間 10時～11時45分
場所 花川中央会館（花川南1･4）
講師 札幌家庭教育研究所長 地引 千恵氏ほか
そのほか 託児あり
問合せ 石狩明るい社会づくり運動の会
伊藤さん☎72･3989 眞田さん☎73･9038

　14（土）
第20回 タンポポまつり
時間 11時～13時30分
内容 焼きそば、うどん、ピルカソーセージ、ギャ
ラリーヴィンのパン・菓子の販売、フリーマー
ケット、お楽しみイベントなど
場所・問合せ NPO法人ふれあい広場タンポポ
のはら（花川南4・5）☎　73･9056

　12（木）
民謡を楽しむ会
　日本のこころ「民謡」を手拍子で一緒に歌って
みませんか？ 健康、幸せ、元気になります。
時間 13時30分～14時30分
場所 アトリエ遊 ねこの手（緑苑台東2･1）
定員 4人　費用 500円
申込・問合せ 中嶋さん☎71･2632

　①12（木） ②26（木）
ハマナスHealthyタイム・Motto time
　ハマナス再生園の雑草取りと苗の移植作業
を行います。参加者に石狩天然温泉番屋の湯
の当日入浴券をプレゼント！
時間 10時～12時　持ち物 飲み物、軍手、長靴
申込期限 ①11（水） ②25（水）
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

　12（木）
手話カフェ
　ろう者とふれあいながら、手話でのおしゃべり
を体験できます。市内在住のろう者の方も、ぜひ
遊びに来てください。 ※申込不要
時間 10時～11時　費用 100円
場所 コミュニティカフェ あいマルシェ（花川南2・3）
協力 石狩聴力障害者協会会員
問合せ 北海道手話通訳問題研究会道央支部
石狩班 神原さん☎090･6213･2113

　9（月）
みんなで声を合わせる楽しみを味わってみませんか？

「アルバ・コラーレ」夜の合唱体験会
　講師指導の下、愛唱歌を歌ったり、ポピュ
ラーソングの合唱体験も。※申込不要
時間 18時30分～19時30分
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 山口 哲則氏　　
問合せ 山根さん☎090･5987･4171

　3（火）
9月のロビーコンサート アコーディオンサークル
初秋の憩いコンサート
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
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　18（水）
いしかり海辺の自然塾
カシワ林と砂丘の観察会
　カシワ林から海岸草原、砂浜まで、砂丘の成帯
構造を観察します。
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 15（日）
集合場所・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

　21（土） ※小雨決行
いしかり森林ボランティア「クマゲラ」
秋の森を歩こう きのこ教室
　秋の森（厚田キャンプ場）を歩いてきのこを
探し、森のエキスで疲れた体を癒やしましょう。
八幡コミセンできのこ教室を開催。
時間 8時30分～13時30分
集合場所 市役所北側駐車場（花川北6・1）
※バス送迎
講師 NPO法人藻岩山きのこ観察会
持ち物 昼食、飲み物、野外行動できる服装、
雨具、長靴、小刀、籠、ビニール袋
定員 25人（申込順）　費用 800円
申込方法 11（水）までに氏名（フリガナ）、年齢、
電話番号を記入の上ファクス
申込・問合せ いしかり森林ボランティア「クマゲラ」
若松さん☎　74･1131

　18（水）、10/9（水）
石狩市文化協会主催文化講座 
歌声ひろば ～みんなで楽しく歌いませんか～
内容 童謡、叙情歌、演歌、歌謡曲、外国曲
時間 10時～12時　費用 500円
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 宮本 ミサヲ氏（アルバ・コラーレ会員）
佐々木 麻衣氏（ピアノ）
定員 20人　申込期限 16（月・祝）
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎　75･1288

　22（日）～29（日）
第8回 石狩美術協会展
　市内で美術創作活動をする31人の会員の
作品（絵画、版画、陶芸、彫刻）を展示します。
初秋のひとときをアートと共に過ごしませんか。
時間 10時～17時（最終日16時まで）
場所 アートウォーム(花畔1・1)
問合せ 前野さん☎73･0261

　25（水）
第11回 おしゃべり上映会 落語編
アニマルばなしいろいろ
　地域おこし協力隊で落語マニアの今野さん
と落語を楽しむ上映会。今回は動物が登場す
る噺を3つ上映します。
時間 13時～15時　申込期限 24(火)17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 200円（飲み物、お菓子代）
申込・問合せ 厚田区地域おこし協力隊　
今野さん☎090･9529･1581

　24（火）
第18回 おしゃべり上映会 オペラ編
超人気オペラ「カルメン」を厚田で！
　地域おこし協力隊でオペラ歌手の今野さ
んが解説する初心者向けオペラ上映会。今回
は満を持して「カルメン」です！
時間 13時～16時30分（作品正味約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 200円（飲み物、お菓子代）、高校生以下無料
申込期限 23（月・祝）17時
申込・問合せ 厚田区地域おこし協力隊
今野さん☎090･9529･1581

　14（土）
サイエンスおしゃべりカフェ
　サイエンスの話題や疑問を持ちより、コーヒー
を飲みながら、サイエンスアイのメンバーと気楽に
オシャベリするカフェ。どなたでも参加できます。
時間 14時～16時
場所・問合せ 市民図書館（花川北7・1）☎72･2000

　15（日） ※小雨決行
花川南防風林観察会
　踏み分け道沿いに開花状況を観察、草木の
実の様子やキノコとの出合いを楽しみます。
時間 10時～12時　費用 100円（資料代）
集合場所 花川南公園入り口前（花川南6・5）
持ち物 あれば双眼鏡、図鑑
申込期限 13（金）
申込・問合せ 石狩浜夢の木プロジェクト
石岡さん☎74･0454　21（土）

危険な化学物質から子どもを守る暮らし方
　有害物質があふれている社会で子どもたち
を守っていくためのお話です。
時間 14時～16時　
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
講師 環境アレルギーアドバイザー 神 聡子氏
費用 300円
問合せ フッ素と食品添加物学習サークル（生活
クラブ生協いしかり支部サークル）伊関さん
☎080･1895･5406

　28（土）
石狩産落花生を収穫しよう！
　落花生の収穫体験をして、とれたての落花生
をご自宅でゆでて食べてください。お一人でも、
友人・家族で1組としての参加もOK！
時間 10時～11時30分　定員 20組程度
場所 須藤農園（北生振544・15）
持ち物 落花生を入れる袋、軍手、長靴
費用 1組3,000円（持ち帰り落花生10株、資料代）
申込期限 24（火）
申込・問合せ 石狩落花生研究会
☎070･5285･2722 ※火～土曜10時～18時

　22（日）～10/3（木）
川本ヤスヒロ風景画展
～石狩市で描いた風景画1000点の中から～
時間 9時～17時（初日10時～、最終日16時まで）
※休館日除く
場所 市民図書館（花川北7・1）
問合せ 社会教育課☎72･3173

　19（木）
石狩浜クリーンアップごみ拾い
時間 10時～12時
集合場所 はまなすの丘公園駐車場（浜町29・1）
持ち物 軍手、飲み物、火ばさみ、汚れてもいい服装
問合せ いしかり海辺ファンクラブ
☎090･7513･1759

　20（金）
あいろーどパーク自然観察会
時間 10時～12時　定員 20人（申込順）
集合場所 厚田キャンプ場駐車場(厚田120)
持ち物 歩きやすい服装、飲み物、雨具
申込期限 19(木)
申込・問合せ 厚田区地域おこし協力隊　
江﨑さん☎080･4504･6591

　22（日）
はまなす広場
～とことん秋のハマナスを楽しもう～
内容 ①海浜植物で飾るリース作り ②ローズ
ヒップツアー（ハマナスの実を集めてシロップ
作り） ※ハマナスを使った製品の販売もあり
時間 ①10時～15時 ②10時～11時30分
持ち物 ②エプロン、三角巾
定員 ①20人（当日先着順） ②15人（申込順）
費用 ①1個300円 ②1人1,000円（石狩天然
温泉番屋の湯当日入浴券付き）
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

はなし
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