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30金
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

　5/14(金)～
アートウォームカフェほわぽわ
【オープン情報】
　おもちゃ、絵本、手作りお菓子、ハーブティー
などを用意しています。イベント情報はインス
タでチェック♪
日時 5/14～11/6の金曜･土曜
10時30分～15時 （L.O.14時30分）
場所 アートウォーム(花畔1・1)
【レンタルボックスの利用者募集】
　店内の棚を有料でお貸しします。手作り雑貨
などのミニショップを始めませんか？
【ボランティア募集】
　手作りお菓子を提供してくださる方を募集
しています。
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

　29（木・祝）～5/12（水）
観察写真展 2020 石狩浜 花たちの記録
　2020年5月～10月に撮影した石狩浜の多彩
な花風景と生き物を、観察写真90枚でご紹介し
ます。 ※休館日除く
場所 市民図書館（花川北7・1）
問合せ 石狩浜定期観察の会 
安田さん☎090･6211･1602

　23（金）
季節を楽しむ地産地消講座 説明会
　石狩産の野菜や果物について、生産者とと
もに学ぶ講座です。 
※講座は5月～2月の月1回（全10回）
時間 10時30分～11時30分
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
持ち物 筆記用具　定員 20人（申込順）
費用 通年5,000円、単発1講座1,000円 
※説明会は無料
申込期限 21（水）
申込・問合せ NPO法人ひとまちつなぎ石狩
☎60･2722 ※火曜～土曜10時～17時

　18（日）
花川南防風林の外来種除去と自然散策
　特定外来種イワミツバの除去活動と防風林の
散策をします。
時間 10時～12時
集合場所 花川南公園入り口（花川南6・5）
持ち物 園芸用シャベル、くま手、軍手、ゴム手袋、レジ袋
申込・問合せ 石狩市緑化推進協議会 
安田さん☎090･6211･1602

　19（月）
ファミサポ 出前こっこひろば
　当日の会員登録も可。※大人はマスク着用の
こと。検温と体調の確認あり。昼食は取れません
内容 絵本の読み聞かせ、わらべうた遊び
時間 ①10時30分～11時45分 ②12時45分～14時
場所 パストラル会館（樽川6・2）　申込期間 1（木）～
定員 各5組 ※要予約。当日予約も可
申込･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

　14（水）
ふれあい親子ヨガ
　ヨガとベビーマッサージで親子時間を。
時間 10時～11時（9時45分～入室可）
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 久司奈花氏
持ち物 バスタオル、飲み物、おでかけグッズ
定員 ５組（申込順）　費用 500円
申込・問合せ（一社）アクト･スポーツプロジェクト
☎62･8162

　9（金)～ ※全12回
初心者スポーツ教室 カローリング
内容ルール説明、投球練習、試合（参加者で
チームを作り対戦）
対象 小学生以上の市民 ※小学生は保護者同伴
日時 9・23、5/14・21、6/11・25、7/9・30、
8/20・27、9/10・24の全て金曜
18時30分～20時30分
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337・4）
講師 石狩市スポーツ推進委員協議会
持ち物 上靴、運動できる服装　定員 30人
費用 100円（施設利用料）、中学生以下無料
問合せ スポーツ健康課☎72･6123

　7（水）～ ※全48回
初心者スポーツ教室 サッカー
対象 ①幼児（年中・年長） ②小学1・2年生
日時 7～R4/３/30の毎週水曜
①14時30分～15時30分 ②16時～17時
場所 スポーツ広場（花畔337・3）、
サン・ビレッジいしかり（新港中央1・701）
講師 石狩サッカー協会
持ち物 サッカーシューズ、運動できる服装
定員 40人（申込順）　費用 月1,000円、保険料800円
申込・問合せ（公財）石狩市体育協会 草島さん
☎64･1220

　24（土）
洋上風車学習会
大規模風力発電の海洋生態系への影響
　一部が稼働している欧州の北海を中心に研
究を紹介し、石狩湾洋上風力を考えます。
時間 13時30分～15時30分
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
講師 東海大学生物学部海洋生物学科教授 
河野時廣氏
問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える
石狩市民の会 代表 安田さん
☎090･6211･1602

　27（火）
フッ素の健康影響など
化学物質から子ども達を守るための座談会
時間 10時～11時30分　　
場所 花川北コミセン（花川北3・2）　
講師 フッ素問題全国連絡会事務局 堀弘子さん
問合せ 子ども達のフッ化物洗口を考える会
糟谷さん☎080･4505･7907

　25（日）
野外講座
石狩ビーチコーマーズ／春の海辺の漂着物
　春の石狩浜にやってきた漂着物を観察・採集
して、起源や正体を考えます。
※マスク着用のこと
対象 小学４年生以上　時間 9時～13時
持ち物 長靴、帽子、ビニール袋
定員 20人（申込順）　
申込期間 1（木）～23（金）
集合場所・申込・問合せ いしかり砂丘の風資料館
（弁天町30・4） ※火曜休館 ☎62･3711

　①22（木） ②5/6（木） ③5/13（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座１
流通最前線の今を知る

内容 ①食品流通業の現状と課題　
②環境変化に対応した流通戦略とその取り組み
③フィールドワーク～大手小売業の加工・物流
機能の現場を見る
時間 ①②10時30分～12時 ③8時30分～15時
場所 ①②花川北コミセン（花川北3・2）
③市公民館集合（花川北6・1）
講師 ①流通コンサルタント 阿部整治氏
②元コープさっぽろ執行役員 横澤秀明氏
定員 ①②30人
③25人（申込者多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 １回500円・カレッジ生400円
申込期限 ８（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

　①５/20（木） ②5/27（木） ③6/3（木）
いしかり市民カレッジ 主催講座２
私たちの身近な野鳥との共生を考える

内容 ①石狩管内の野鳥観察から見えること
②身近なカラスの生態をもっと知ろう
③野外学習～はまなすの丘公園
時間 ①②10時30分～12時 ③9時～12時
場所 ①②花川北コミセン（花川北3・2）
③市公民館集合（花川北6・1）
講師 ①③日本野鳥の会札幌支部長 猿子正彦氏
②NPO法人札幌カラス研究会理事長
中村眞樹子氏
持ち物 ③歩きやすい靴、上着
定員 ①②30人 ③25人
（申込者多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 １回500円・カレッジ生400円
申込期限 ５/６（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
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児 童 館 の 行 事

花川北児童館
■所 花川北3・2 ☎74・2884

10（土） 10時～11時10分 プログラミングであそぼう！ 定員：4人 
17（土） 14時～14時30分 わなげあそび 定員：4人

おおぞら児童館
■所 花川南1・1 ☎73・4849

10（土） 14時～15時30分 春のウォールデコ 定員：4人
24（土） 10時～11時 プログラミングであそぼう！ 定員：4人

花川南児童館
■所 花川南8・3 ☎72・7311

10（土） 9時30分～11時 プログラミングであそぼう！ 定員：4人
17（土） 10時30分～11時 こども会議「こども会議とは」 定員：4人
21（水） 16時15分～17時 伝承あそび「めんこ」 定員：6人

イベントの参加、
実施に当たっては
十分な感染対策を
しましょう！

【卓球】
日程 5/30(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 花川北コミセン
申込期限 5/14（金）
申込・問合せ 川又さん
☎76･2255 　76･2277

【弓道】
日程 5/16(日)　種別 競射12射、点取り8射、金的
場所 市弓道場（花川北中敷地内）
申込期限 5/7(金)
申込・問合せ 青木さん☎090･2870･6882

【ソフトテニス】
日程 ①5/22(土) ②5/23(日)
種別 ①中学生 ②一般　
場所 ①青葉公園 ②紅葉山公園テニスコート
申込期限 ①5/14(金) ②5/19(水)
申込・問合せ 岩脇さん
　ishikari_sta@yahoo.co.jp

【ミニバレー】
日程 5/23（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 23（金）
申込・問合せ 小黒さん
☎090･9759･2749 　72･9245

【ゴルフ】
日程 5/23（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 5/16(日)
申込・問合せ 糟谷さん
☎64･1220 　64･1222

【バスケットボール】
日程 6/6～27の毎週日曜　
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 5/14（金）
申込・問合せ 伊藤さん☎090･2875･9265
　Shota.Ito@city.ishikari.hokkaido.jp

【ソフトボール】
日程 6/13（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 6/4（金）
申込・問合せ 内川さん
☎090･1647･2148 　74･5581

【剣道】
日程 5/9（日）　種別 個人戦
場所 B&G海洋センター　申込期限 23（金）
申込・問合せ 加藤さん☎72･4033

【テニス】
日程 5/9（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 30(金)
申込・問合せ 早坂さん☎080･1878･7259
　ishikaritennis@gmail.com

【バレーボール】
日程 5/9（日）　種別 女子4号球
場所 花川小学校　申込期限 5/2（日）
申込・問合せ 西田さん☎090･5987･8159

【軟式野球】
日程 5/9～6/20の毎週日曜
種別 一般　場所 青葉球場ほか
申込期限 21（水)
申込・問合せ 坂下さん
☎090･7057･3135 　75･2271

【ゲートボール】
日程 5/14（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 5/7(金)
申込・問合せ 林さん☎72･6585

【バドミントン】
日程 ①5/15（土） ②5/16（日）
種別 ①中学生の部　
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 5/7(金)
申込・問合せ 盛さん
　ishikari_bado_kyoukai@yahoo.co.jp

【パークゴルフ】
日程 5/23(日)　種別 男女別個人戦
場所 緑苑台PG場　申込期限 5/16(日)
申込・問合せ 沢口さん☎　74･0804

　石狩ハイスタンプ会
【廃食用油を回収】
　事務局や回収店に廃食用油（天ぷら油、サラダ
油など）を持参の方に、500mlにつき石狩ハイ
スタンプシールを１枚差し上げます。
回収店 ㈱金岡商店(花川南1・4)、つぼ八藤女
子大前花川店(花川南3・5)、パーマみつよ
HABA(花川南2・2)

【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚（1,500円分）を事務局で交換。
日時 5（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

　第25回 石狩市民体育大会 春季大会
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こども未来館「あいぽーと」
■所 花川北7・1 ☎76・6688

▲HP

10（土） 14時～14時30分・14（水） 15時～15時30分
　　　　おもいっきり　ASOBI「新聞あそび」 定員：6人
17（土）・21（水） 17時～17時45分 スポ　レク「スポンジテニス」 定員：4人
24（土） 14時～15時45分 プログラミングであそぼう！ 定員：8人


