団体名

場所

日時

1 Ａｉｒ
2 Ｂａｔｏｎ

ｔｅａｍ

ＯＮＥ（バトントワリング）

花川南小学校

水曜日、１８時４０分〜２０時１０分

3 ＢＣＤクラブ（バドミントン）

南線小学校

4 ＨＢＦスポーツクラブ

浜益スポーツセンター

木曜日、１９〜２１時

5 ＩＭＣ（バレーボール）

花川中学校

毎週木曜日、１９〜２１時

6 ＫＡＮＡＮ（ミニバレー）

南線小学校

毎週月曜日、１７〜１９時

7 Ｌ・KＡJＩ−ＭＡ（女子サッカー）

札幌市立前田中央小学校、Ｂ＆Ｇ海洋センター

毎週火曜日、１９〜２１時

8 ＭＯＡ美術文化財団

市内コミセン・市民図書館他

第３水曜日、９時半〜１２時半

紅南小学校

毎週金曜日

石狩支部

9 ＭＯＶＥ（ミニバレー）
10 ＮＰＯ法人

石狩スポーツクラブ

手稲ハイランドスキー場他

11 あつたの森支援の会「やまどり」

厚田ふるさとの森

12 アルバ・コラーレ（女声合唱）

学び交流センター

毎週月曜日、１９〜２１時

13 アンゼルチン（サッカー）

花川北中学校

毎週木曜日

14 あんぱんまんトールペイント

紅南小学校カルチャーセンター

第１・３月曜日、１０〜１２時

15 石狩・不登校と教育を考える「かめの会」

石狩栄光教会

金曜日、１３〜１６時半

16 石狩ＫＹＳ（ミニバレー）

樽川中学校

毎週水曜日、１９〜２１時

17 石狩絵手紙の会

花川北コミセン

18 いしかりガイドボランティアの会

本町地区

土・日・祝日、１０〜１６時

19 石狩紅太鼓

紅南小学校

毎週火・金曜日、１９〜２１時

20 石狩混声合唱団

公民館

毎週水曜日、１８時半〜２１時半

学び交流センター

第３月曜日、１０〜１２時

22 石狩市郷土研究会

公民館、市民図書館

第３木曜日、１８時半〜２０時

23 石狩健康マージャンサークル「すずめの会」

公民館

毎週木曜日

花川北コミセン、公民館

土曜、日曜、１〜４時

21 石狩市

保護者のための子育て応援サークル

いっぽ

24 石狩健歩会
25 石狩市地震災害を学ぶ会

26 石狩市生活学校

白樺会館

第１月曜日、１０〜１２時

27 石狩写真クラブ

公民館

第２・４土曜日、１３時半〜１６時半

28 石狩朱華弁天（ＹＯＳＡＫＯＩ）

公民館、樽川分館

毎週水・金曜日、２０〜２２時

29 いしかり縄文・満月の会

花川北コミセン、公民館

30 いしかり森林ボランティア「クマゲラ」

厚田区小谷、五の沢

31 石狩スポンジテニス協会

花川北・南コミセン、Ｂ＆Ｇ海洋センター

32 石狩青年会議所

石狩商工会館

33 石狩セカンドライフ研究会

学び交流センター

34 石狩ソフトテニス連盟ジュニアクラブ

南線小学校

35 石狩太極拳サークル

りんくる

月曜日、１３〜１４時半

36 石狩太極拳はまなすサークル

りんくる

月曜日、１４時４５分〜１６時半

37 石狩中央リトルシニア球団

青葉球場、樽川球場

38 いしかり手打ちそば同好会

公民館

第２土曜日、第４日曜日、９〜１４時

39 石狩手づくり食品の会

公民館

第３月曜日、１０〜１４時

40 石狩流星海（ＹＯＳＡＫＯＩ）

紅南小学校、樽川分館

月・木曜日、１９〜２１時

41 いしかり農産物加工グループ連絡協議会

公民館、市内コミセン

42 石狩美術協会

アートウォーム

43 石狩ヒヤシンスＦＣ（サッカー）

生振小学校

44 石狩マぁーム（フォークダンス）

Ｂ＆Ｇ海洋センター

45 石狩紅葉山ハーモニカ・サークル

管内及び近郊の病院・ケアハウス等 水・木・金曜日、１３〜１５時

46 一般社団法人アクトスポーツプロジェクト

市内公共施設

47 生振陶芸サークル

生振ふれあい研修センター

48 歌一華（カラオケ同好会）

石狩中央会館

第１月曜日

49 エプロン教室「にんじんの会」

りんくる

第２木曜日、１０〜１３時

50 男の料理・はまぼうふうの会

花川北コミセン

水曜日、１０〜１３時

51 男の料理クラブ・ソシオ

花川北コミセン

第３火曜日、１０〜１３時半

月曜日、１７〜１９時

月曜日１３〜１５時

52 表千家 北コミサークル（茶道）

花川北コミセン

水曜日

53 親子ｄｅフラ☆エクササイズ

学び交流センター

第１、３土曜日

55 オールスターズ

緑苑台小学校

毎週金曜日

56 キャロット料理教室

花川北コミセン

57 極眞武道空手修錬會

樽川パストラル会館

火、金、土曜日

58 草木染めサークルふきのとう

公民館

第1・2・3金曜日、13〜16時

59 サークル・ビオラ（ダンス）

花川中学校

毎週火曜日

60 サークル陶友

双葉小学校

第２・４金曜日

61 咲きおり会（裂き織り）

公民館

62 さわやか健康体操

花川南コミセン

63 さわやか体操もみじ

学び交流センター

64 シーガルサッカークラブ Ｆ．Ｉ．Ｄ．ドリーム

紅南小学校、スポーツ広場

65 聚富バドミントンジュニア

石狩小学校、八幡小学校、聚富小中学校 毎週火、水、木、金曜日

66 シニア健康づくり教室「パワーズ」

学び交流センター

67 シャラポワーズ（健康増進）

花川中学校

68 琇藍書道サークル

花川北コミセン

69 水彩サークル せぴあ

学び交流センター、花川北コミセン 第２・４月曜日、１３〜１６時

70 水彩サークル「ナスカの会」

学び交流センター

第２・４土曜日

71 太極拳サークル朋の会

学び交流センター

毎週水曜日

72 太極拳体操同好会

花川北コミセン

月１回

73 丹田エクササイズサークル

花川北コミセン

毎週水曜日、１４時半〜１５時半

74 ダンベルサークル

学び交流センター

月曜日１０〜１２時

75 チーム

浜益スポーツセンター

毎週木曜日

76 土筆（陶芸）

公民館

第１・３水・木曜日、１３〜１６時

77 デッサンサークル「モチーフ」

学び交流センター、花川北コミセン

54 音楽ひろば石狩

AKEMU（腰痛予防・体力維持のため運動）

毎週木曜日、１０〜１１時半
毎週土、日曜日
水曜日、１３〜１５時
第1･2･3金曜日、１０〜１２時

78 伝承あそびボランティア
79 陶芸サークル

おてだま

彩

80 陶芸サークル「陶夢」
81 特定非営利活動法人

ひとまちつなぎ石狩

82 特定非営利活動法人いしかり海辺ファンクラブ

公民館他

第２・４水曜日、１３〜１５時

花川北コミセン

第１・３金曜日、９時半〜１６時半

花川北コミセン

金曜日、９時半〜１２時、１３〜１５時半

花畔（事務所）
石狩海岸／保護センター

83 特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり 花川北コミセン等
84 特定非営利活動法人

石狩国際交流協会

日曜以外、１０〜１６時

公民館

85 どりいむクラブ（９人制バレーボール）

緑苑台小学校

毎週火曜日、１９〜２１時

86 日本空手道丸與志會

石狩市内

月、水、土曜日

87 日本棋院石狩支部

公民館

火曜日以外

88 日本ユーラシア協会石狩支部

花川北コミセン、市民図書館

89 八幡レッツ（バレーボール）

八幡小学校

90 パッチワークキルトサークル

マーガレット

花川北コミセン

第１・３木曜日、１０〜１５時

91 花川ＦＣ（サッカー）

双葉小学校

92 花川Ｌｅｔ

花川小学校

毎週火曜日

93 花川いけばなサークル

花川南コミセン

第２・４月曜日、１８〜２１時

94 花川北中バドミントンクラブ

花川北中学校

95 花川棋道会（囲碁）

紅南小学校カルチャーセンター

毎週日・火・土曜日

97 花川南フラサークル（フラダンス）

市民プール

火曜日、１３時１５分〜１４時４５分

98 花川南ミニバレークラブ

花川南中学校、花川南コミセン

99 花川ミニバレー部

花川南コミセン、学校開放

ｓ（ミニバレー）

１３〜１８時

96 花川南地区青少年健全育成協議会

100 花川リズムダンス

花川北コミセン

毎週水曜日、１２時半〜１４時半

101 浜益音頭同好会

浜益コミュニティセンターきらり

月１回

102 浜益健康麻雀の会

浜益コミュニティセンターきらり

103 浜益スポーツ愛好会

浜益中学校

１９〜２１時

104 浜益ミニバレーボール愛好会

浜益中学校

105 浜益わかもん会（地域ボランティア活動）

浜益区

106 ファミリア（硬式テニス）

花川南公園テニスコート

107 ファミリーテニスクラブ

若葉公園テニスコート

108 藤希栄会（日本舞踊）

花川南コミセン

木曜日、１３〜１６時

109 ふたばテニスサークル

若葉公園テニスコート

金曜日、１０〜１２時

110 ふまねっと石狩支部ふまねっとはまなす

学び交流センター、会館等

111 フラサークル

花川南コミセン

カウアウラ

112 フラットテニスクラブ

花川南公園テニスコート

113 フレンドシップＦＣ（サッカー）

南線小学校

114 ほおずきの会（陶芸）

双葉小学校

115 北海道公立学校教職員互助会特別会員石狩市支部囲碁愛好会 花川北コミセン
116 北海道退職校長会石狩支部

毎週土・日曜日、１０〜１３時

金曜日、１０〜１１時半
毎週土曜日、１６時半〜１８時半

毎週木曜日１０〜１６時

町内会館

117 まちフェスいしかり実行委員会
118 ミニバスケットボールクラブＢｒｉｎｋ
119 みんなで教育を創る石狩住民会議

南線小学校、紅南小学校他

120 やすらぎのヨーガサークル

花川南コミセン、学び交流センター 毎週金曜日、１０〜１１時半

121 夢鼓道大地２１（ＹＯＳＡＫＯＩ）

花川南小学校・学び交流センター

月・水曜日、１９〜２１時

122 楽友ソフトテニスクラブ

紅葉山公園

毎週月・木曜日９〜１２時

123 料理サークル〝洋子の会〟

花川北コミセン

第４木曜日

124 ル・ポット

花川北コミセン

第２、４土曜、日曜

125 レッツプラクティス（スポンジテニス・バドミントン）

樽川中学校

毎週土曜日、１９〜２１時

126 若葉ＭＩＸ（ミニバレー）

双葉小学校

毎週火、木曜日

127 わかばヨガサークル

花川北コミセン

火曜日、１０〜１１時半

