
ソフトボール
大会情報
スポーツ広場（花畔337･3）
スポーツ健康課 ☎72･6123
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　28（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。お弁当持参でみんなで食
べるのも楽しいですよ！ 当日の会員登録も可。
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
※平日9時～17時 ☎72･5552 

　30（水）
コミュニティ・スクール（ＣＳ）研修会
　来年開校する厚田学園（小中一貫の義務教育
学校）と石狩八幡小学校を皮切りに、令和３年に
市内全小・中学校で取り組む「コミュニティ・スクー
ル（地域が学校運営に関わり、子どもたちの成長
を一緒に支えていく仕組み）」について、理解を
深めます。 
対象 市内小・中学生の保護者、ＰＴＡ、学校ボラ
ンティアなど 
時間 18時30分～　持ち物 筆記用具 
場所 望来コミセン「みなくる」（厚田区望来27・7）
※市役所からバス送迎あり  
講師 北海道ＣＳアドバイザー・元ＦＭ北海道
常務取締役 中田 美知子氏 
申込期限 17（木）
申込・問合せ 総務企画課
☎72･3169 　75･2276
　soumu-k@city.ishikari.hokkaido.jp

　30(水) ※ほか5回
子育て講座 「ぴよぴよ広場」
　親子リトミック、時短調理メニュー、ヨガ＆フラ
ダンス、子育てのお話や、いのちのお話、子育て
にかかるお金や貯蓄のお話などを学ぶ全6回の
講座です。同じ年頃の子どもを持つお母さんた
ちと一緒に学びませんか？
対象 市内在住の０～3歳児の保護者 
日時 30(水)、11/5(火)・12(火)・19(火)・26(火)、
12/3(火)10時～12時 
場所 りんくる(花川北6・1)　定員 10人(申込順) 
費用 800円（調理材料費、茶菓子代） 
申込期間 1(火)～16(水) 
そのほか 託児あり（10人、おやつ代200円別途） 
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

　11/1（金）
癒やしの時間・大人の朗読会　　
本の世界を 朗読とギターの音色とともに
時間 14時～15時30分　定員 30人（申込順）
場所 市民プール（花川北3･2）
朗読 音読集団 郷音の会主宰 田嶋 扶二子氏
演奏 廣田ギター教室主宰 廣田 幸政氏
演目 「小さな橋で」 藤沢周平「橋ものがたり」より 
ほか
費用 500円（コーヒー＆菓子付き）
申込・問合せ 市民活動情報センター「ぽぽらーと」
☎77･7070 ※火～土曜10時～18時

　30（水）・31(木)
アートウォームカフェほわぽわ　
みんな集まれ！ハロウィン★カフェ
　カフェがハロウィン仕様に！ おばけ釣りやかぼ
ちゃのお菓子など。仮装での来店も大歓迎です。
お楽しみに♪ インスタ＆Facebookも見てね！ 
時間 10時30分～15時 ※ラストオーダー14時30分
場所 アートウォーム(花畔1・1) 
そのほか 飲み物の注文をお願いします 
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

　26（土） ※小雨決行、荒天延期
庭木冬囲い講習会
時間 10時～12時　定員 30人 
集合場所 9時50分までに紅葉山公園管理棟前
（花川北2･3） 
持ち物 枝切りはさみ、ノコギリ、軍手、帽子、
汚れてもいい服装 
申込・問合せ 石狩総合管理協同組合　
☎76･2233 ※平日9時30分～17時

　11/3（日・祝）
水上安全法講習会
内容 水の事故防止、監視要領、救助法を学ぶ 
対象 15歳以上 
時間 10時～12時 
講師 日本赤十字社北海道支部石狩地区 
持ち物 水着、キャップ、タオル 
定員 20人 
申込方法 印鑑持参。未成年者は保護者の署名
と押印が必要 ※電話受付不可 
申込期間 7（月）～25（金） 
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3・2）
☎74･6611

　11/29（金）
いしかり市民カレッジ 主催講座13 
食と健康の関わりを考える

　食べることは日々の積み重ねです。これまでに
明らかになっている食と健康の関係について学
ぶとともに、健康情報の読み解き方を考えます。
時間 10時30分～12時 
場所 花川北コミセン（花川北3・2） 
講師 北海道大学大学院医学研究院 教授
玉腰 暁子氏 
費用 受講料500円・カレッジ生400円 
申込期限 11/15（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

　①29（火） ②11/12（火） ③11/26（火）
いしかり市民カレッジ まちの先生企画講座３ 
おいしい珈琲教室

　上質なコーヒーはどのようにして抽出すべきか、
実際に飲み比べながらその本質に迫ります。
内容 ①基本知識１～基本産地2品種飲み比べ
②基本知識2～同じ産地品飲み比べ
③抽出応用編～焙煎の違う3品種飲み比べ 
時間 14時～15時30分 
場所 花川北コミセン（花川北3・２） 
講師 徳光珈琲 徳光 康宏氏
定員 15人（最少催行人数10人・申込多数時
カレッジ生優先の抽選）※3回とも受講できる方 
費用 受講料1,500円・カレッジ生1,200円（全3回分） 
申込期限 15（火）
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

　29(火)
第19回 おしゃべり上映会 オペラ編 
爆笑オペラ ロッシーニ「シンデレラ」を厚田で！
　今月は喜劇オペラ「シンデレラ」。知っている
曲がなくてもただただ面白い傑作です！
時間 13時～16時（作品正味約150分） 
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 大人200円（飲み物、お菓子代）、学生無料 
申込期限 28（月）17時 
申込・問合せ 地域おこし協力隊 
今野さん☎090･9529･1581

　30(水)
第12回 おしゃべり上映会 落語編 
ドロボーばなし～罪なコメディー～
　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です。憎むべき泥棒も
落語の中では愛すべきおバカさんに。 
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 大人200円（飲み物、お菓子代）、学生無料 
申込期限 29（火）17時
申込・問合せ 地域おこし協力隊 
今野さん☎090･9529･1581

5（土）・6（日）
第55回
北海道ソフトボール選手権大会兼
第38回
北海道高等学校ソフトボール大会兼
第38回
全国高等学校ソフトボール選抜大会北海道予選会

12（土）・13（日）
第10回
ジャパンカップ・デフ・ソフトボール北海道大会

20（日）
第41回
秋季ソフトボール大会

　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SAPICA
１枚を事務局で交換。 
日時 7（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

ばいせん
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※19（土）には小樽市でセミナーが開催されます

さけ太郎＆さけ子の イッポンイッポンイッポン情報情報 釣り！釣り！石狩市公認キャラクター

　石狩や札幌在住の外国人、北海道大学や札幌大学の留学生など約100人
の外国人が参加する国際交流イベントです。毎年、多くの地元企業や団体、

市民の方々よりご支援・ご協力をいただいています。外国ブース、体験ブース、国際色豊かな
ステージのほか、フェアトレード商品、食品、雑貨の販売も。皆さんのご来場をお待ちしています！

　ご家庭に眠っている雑貨や土産品はありませんか？ 
ぜひ、国際交流事業のために再利用させてください。

日　時  20(日）13時20分～17時30分 
場　所  花川北コミセン（花川北3・2）
問合せ  (株)日本旅行北海道小樽支店 ☎0134・33・4455

仮装や民族衣装で
イベントを盛り上げる
ゲストも大歓迎だギョ！！

さけ太郎

さけ子

※詳しくはお問い合わせください

第17回 ワールドフェスティバル2019 in 石狩

第28回 北前船寄港地フォーラム in 北海道 小樽・石狩

日　時　27（日）12時～16時　　
場　所　花川北コミセン（花川北3・2）
費　用　大人200円、子ども100円 
　　　　　※就学前児童は無料

問合せ　NPO法人石狩国際交流協会 
　　　　☎62・9200　  62・9201FAX

雑貨をお譲りください！
　会場準備や設営をお手伝いしてくれる
スタッフを募集しています。一緒にイベント
を盛り上げましょう！

ボランティアスタッフ募集

石狩フォーラム

テーマ「小樽・石狩からはじまる北海道の未来」

　全国各地で行われてきた北前船フォーラムがいよいよ石狩で開催！ 
どなたでもご参加いただけますので、皆さん奮ってお越しください。

サインラリーで
外国人から

サインを集めて、
景品を

ゲットしよう！ 

・郷土芸能披露

・基  調  講  演

・開 催 地 発 表

・パネル
  ディスカッション

浜益沖揚げ音頭

志學館大学教授 原口 泉氏
国土交通省鉄道局長 水嶋 智氏

石狩湾新港振興会会長 田岡 克介氏
JR北海道代表取締役社長 島田 修氏

石狩市長 加藤 龍幸
小樽市長 迫 俊哉氏
観光庁観光資源課長 河田 敦弥氏

北前船往来～日本の繁栄と近代化を支えた絆をふたたび～

はざま


