
【ソフトボール】
日程 6/7（日）
種別 一般男子・壮年男子
場所 スポーツ広場ソフトボール場
申込期限 5/29（金）
申込・問合せ 内川さん
☎090･1647･2148 　76･6562

【ソフトテニス】
日程 ①5/16(土) ②5/17(日)
種別 ①中学生 ②一般　
場所 ①青葉公園テニスコート
②紅葉山公園テニスコート　
申込期限 5/8(金)
申込・問合せ 岩脇さん☎090･6997･2892
【ゴルフ】
日程 5/24（日）
種別 18Hストロークプレイ（新･新ペリア方式）
場所 シェイクスピアカントリークラブ
申込期限 5/17(日)
申込・問合せ 糟谷さん
☎64･1220 　64･1222
【ゲートボール】
日程 5/15（金）　　
種別 団体戦
場所 スポーツ広場ゲートボール場
申込期限 5/8(金)
申込・問合せ 林さん☎72･6585

【軟式野球】
日程 5/10～6/21の毎週日曜
種別 一般　
場所 青葉球場、樽川球場ほか
申込期限 22（水)
申込・問合せ 坂下さん
☎090･7057･3135 　75･2270
【バスケットボール】
日程 6/7(日)･14(日)・21(日)･28（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 5/5（火・祝）
申込・問合せ 伊藤さん
　Shota.Ito@city.ishikari.hokkaido.jp
【卓球】
日程 5/24(日)
種別 男子シングルスA･Bクラス別、男子ダブ
ルスA･Bクラス別、女子シングルスA･B･C
クラス別、女子ダブルスA･B･Cクラス別
場所 花川南コミセン
申込期限 5/12（火）
申込・問合せ 川又さん
☎76･2255 　76･2277
【バレーボール】
日程 5/10（日）　
種別 女子4号球
場所 花川小学校　
申込期限 5/3（日・祝）
申込・問合せ 西田さん☎090･5987･8159
【剣道】
日程 5/10（日）　種別 個人戦
場所 B&G海洋センター
申込期限 17（金）
申込・問合せ 加藤さん☎72･4033

【バドミントン】
日程 ①5/16（土） ②5/17（日）
種別 ①中学生　
②男女ダブルス・シングルス（各ランク分け）
場所 B&G海洋センター
申込期限 5/8(金)
申込・問合せ 盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp
【テニス】
日程 5/10（日）
種別 一般男子ダブルス、一般女子ダブルス
場所 サン･ビレッジいしかり
申込期限 5/2(土)
申込・問合せ 早坂さん
　ishikaritennis@gmail.com
【ミニバレー】
日程 5/24（日）
種別 混成の部、女性の部
場所 B&G海洋センター
申込期限 27（月）
申込・問合せ 小黒さん
☎090･9759･2749 　72･9245
【パークゴルフ】
日程 5/24(日)　　
種別 男女別個人戦
場所 緑苑台PG場
申込期限 5/17(日)
申込・問合せ 沢口さん☎　74･0804
【弓道】
日程 5/17(日)
種別 競射12射、点取り8射、金的
場所 市弓道場（花川北中学校敷地内）
申込期限 5/7(木)
申込・問合せ 青木さん☎090･2870･6882

　第24回 石狩市民体育大会 春季大会

施設名 日時・内容

おおぞら児童館
■所 花川南1・1　☎73・4849

11（土） 13時30分～15時　おたのしみクラフト「春がいっぱい」　
 　　　 定員：15人　 
25（土） 13時30分～15時　プログラミングであそぼう！　定員：８人

花川北児童館
■所 花川北3・2　☎74・2884

11（土）～18（土） 14時30分～15時30分　館内装飾「こいのぼり作り」
　　　　　　　　定員：８人程度　  
18（土） 9時30分～11時　プログラミングであそぼう！　定員：８人

花川南児童館
■所 花川南8・3　☎72・7311

11（土） 14時～15時30分　プログラミングであそぼう！　
　　　  定員：８人 ※要申込  
20（月）～24（金） 16時30分～17時　ゲームウィーク　
　　　  　　　　 対象：小・中学生
25（土） 9時30分～11時　こども会議　対象：小学４年生～中学生  
25（土） 13時～13時50分　プレイタイム「いろいろおにごっこ」　
　　　  持ち物：上靴

11（土） 14時～15時30分　プログラミングであそぼう！　
　　　  定員：８人 ※要申込  
20（月）～24（金） 16時30分～17時　ゲームウィーク　
　　　  　　　　 対象：小・中学生
25（土） 9時30分～11時　こども会議　対象：小学４年生～中学生  
25（土） 13時～13時50分　プレイタイム「いろいろおにごっこ」　
　　　  持ち物：上靴

児 童 館 の 行 事

こども未来館「あいぽーと」
■所 花川北7・1　☎76・6688
■HP http://iport-ishikari.net/

11（土） 14時～14時30分・15（水） 15時～15時30分　
　　　  おもいっきり　ASOBI
12（日） 14時～14時45分　スポ　レク
15（水） 17時30分～20時・18（土）・25（土） 11時30分～14時 スタジオ研修
26（日） 14時～15時45分　プログラミングであそぼう！　定員：８人
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　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1冊＋1,000円で、指定席券１枚を
事務局で交換。
内容「夏井いつき句会ライブ」
6/19(金)13時30分開演、カナモトホール
日時 3（金）9時30分～
定員 2人(申込多数時抽選）

【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 6（月）9時30分～
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9時30分～12時30分
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　利用期間 18（土）～10/31（土） 8時～17時
　場　　所 厚田区望来27・1　　
　コ ー ス   36ホール（4コース）
利用料金 1日券600円（中学生以下200円）
　　　　　　午後券（12時以降）400円（中学生以下100円）
　　　　　　シーズン券10,000円（中学生以下5,000円）
　貸出用具 1組200円
　問 合 せ ☎77・2833
 ※期間外は望来コミセン「みなくる」☎ 77・3101

　利用期間 29（水・祝）～10/31（土） 9時～17時
 ※受け付けは16時まで。火曜休み
　場　　所 親船東（石狩川左岸河川敷）　 　
　コ ー ス   18ホール
　利用料金 1人100円程度の寄付
　貸出用具 1組100円（クラブ、ボール）
　問 合 せ 都市整備課☎72・6122
　※悪天候時は休場する場合があります
　※当施設は本町八幡パークゴルフ振興協会が管理運営しています

　開館期間 29（水・祝）～11/3（火・祝） 9時～17時
　場　　所 弁天町48・1
　休 館 日 火曜（祝日の場合翌平日）
 ※5/5（火・祝）開館、5/7（木）休館、
 　9/22（火・祝）開館、9/23（水）休館
　問 合 せ ☎60・6107
 ※閉館時は環境
 　保全課
 　☎72・3269

シーサイドみなくるパークゴルフ場石狩浜海浜植物保護センター

　開館期間 5/1（金）～10/31（土） 10時～16時
　場　　所 浜益77・1
　休 館 日 火曜（祝日の場合翌平日）
　入 館 料 300円（中学生以下無料）
　問 合 せ ☎79・2402
 ※閉館時は浜益生涯学習課☎79・2114

はまます郷土資料館

　開館期間 29（水・祝）～8/31（月） 9時～18時
 9/1（火）～11/3（火・祝） 9時～17時
　場　　所 浜町29・1
　問 合 せ ☎62・3450　
 ※閉館時は（一社）
 　石狩観光協会
 　☎62・4611

はまなすの丘公園ヴィジターセンター

緑苑台パークゴルフ場

石狩河口パークゴルフ場

　利用期間 22（水）～11/3（火・祝）
 4月・11月 9時～15時／5月～8月 7時～18時
 9月 7時～17時／10月 7時～16時　
　　　　　  ※受け付けは終了1時間前まで
　場　　所 緑苑台中央3・602　  
　コ  ー  ス  36ホール、練習コース（2ホール）
　利用料金 1日券500円（中学生以下200円）
　　　　　　1日券回数券（11枚つづり）5,000円
　　　　　　（中学生以下2,000円）
　　　　　　※8人以上の大会・例会割引（18ホール1人300円）
　　　　　　※黄昏割引（5月～10月）あり
　貸出用具 1組100円（クラブ、ボール）
　問 合 せ　 ☎72・5610
　　　　　　※期間外は（公財）石狩市体育協会☎64・1220

開設期間 ４月上旬～７月中旬の毎日
 ７時～14時ころ　
場　　所 石狩湾新港東ふ頭（新港東4）
問 合 せ 石狩湾漁協 本所
 ☎62・3331

開設期間 ４月上旬～１０月中旬の毎日
 7時～14時ころ
場　　所 厚田漁港内（厚田7・4）
問 合 せ 石狩湾漁協 厚田支所
 ☎78・2006

開設期間 4/19～5/24までの毎週日曜
 7時～12時ころ　
場　　所 浜益漁港内（浜益2）
問 合 せ 石狩湾漁協 浜益支所
 ☎79・3225

市役所市役所

石狩河口橋石狩河口橋

番屋の湯

川の博物館川の博物館

石狩河口橋

川の博物館
市役所

至増毛

浜益支所

至厚田

浜益コミセン
「きらり」

浜益中学校浜益中学校

至花川日本海

厚田漁港

厚田橋厚田橋

厚田川厚田川至浜益

厚田支所厚田支所厚田支所

いしかり湾漁協「朝市」 厚田港朝市 浜益ふるさと市場（朝市）

石狩湾
漁協

朝市

朝市
石狩湾
漁協

石狩湾
漁協

朝市

休漁の場合がありますので電話でご確認ください

パークゴルフ場はオープン日変更の場合あり

ホタテの直売
あります！！
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