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    該当する場合は、掲載をお断りします ● 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 ● 広く市民に周知する内容と認められないとき

イベントの参加、
実施は十分な
感染対策を！

　22（水） ※雨天延期
100ⅿ走記録会
　運動会で悔しい思いをした子、中学校での
短距離走イベント対策、今行っているスポーツ
でもっと速く走りたい子のための、今の自分の
力を試す場です。　
対象 小学2年生～中学生
内容 ウォーミングアップなど専門家から指導
を受けた後、測定を行います
時間 17時～17時40分 　　　　　　
場所 青葉公園陸上競技場（新港南3・706）
持ち物 運動できる服装、運動靴、飲み物　
定員 15人
費用 500円（兄弟割あり）
申込・問合せ Veitu石狩 寺島さん
☎090･1385･3745
　kiyoto.terashima10@gmail.com

　①12(日) ②7/3(日)
アクティングワークショップ
　人前に出ると恥ずかしい、注目されると緊張
する、そんな苦手意識を持つ方に最適な“表現
ワークショップ”です。　
対象 小学校高学年以上　定員 20人
時間 13時30分～16時30分 　　　　　　
場所 学び交流センター（花川北３・３）
講師 俳優・演出家・劇作家 左藤慶氏 　
持ち物 上靴、運動できる服装、飲み物、遊び心
申込期限 各開催日の前日
申込・問合せ H&K Music 今野さん
☎090･9529･1581

　9（木）
ハマナスHealthyタイム
　ハマナス苗の移植、鉢の植え替え、除草など
再生園の作業と海浜植物のお話。
時間 10時～12時　持ち物 園芸用手袋、長靴
定員 10人　申込期限 8（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）☎60･6107
※10時～16時、火曜休館

　①8（水） ②21（火）
石狩市シルバー人材センター入会説明会
対象 就業希望の60歳以上の市民
時間 14時～16時　定員 各10人（申込順）
場所 ①石狩商工会館（花川北6・1）　
②花川南睦美会館（花川南8・3）
申込期限 ①7（火） ②20（月）
申込・問合せ （公社）石狩市シルバー人材センター
☎64･7771

　3（金）･10（金）
簡単！楽しい！ フラダンス体験レッスン
　初めての方でも気軽に楽しめるよう、ゆっく
り体を動かします。体も心もリフレッシュ♪
時間 10時～11時
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
申込・問合せ 横山さん☎090･1642･3020

　25(土)
第1回
ひろくるマンスリーコンサート
　市内を中心に活動するオペラ歌手とピアニ
ストの夫婦デュオ「ひろくる」が、毎月1回の定
期コンサートを始めます。第1回は王道クラ
シックコンサート!
時間 14時～16時
場所 学び交流センター（花川北3・３）
費用 1,000円（全席自由）、学生以下100円　
※当日券あり
申込・問合せ Arts＠Local 今野さん
☎090･9529･1581

　25（土）
アートウォームカフェほわぽわ
切り絵で作ろう・水に浮かぶスイレン
　額に入れてお部屋に飾りませんか？
時間 ①10時40分～11時40分
②13時～14時
場所 アートウォーム（花畔1・1）
講師 竹田美喜子氏
持ち物 カッター、スティックのり、筆記用具、
お持ちの方はカッターマット
定員 各4人（申込順）　
費用 500円（材料費）
そのほか 飲み物の注文をお願いします
申込期限 18（土）
申込・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

　23（木）～7/6（水） ※休館日除く
観察写真展2021
石狩浜 花たちの記録
　昨年5月～11月に撮影した石狩浜の花風景
と生き物を、105枚の写真を中心に紹介します。
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

　21（火）・28（火） 
文化講座
きままハウスパステルアート
　型シートと９色のパステルで描こう！

対象 成人
時間 13時30分～15時30分
場所 学び交流センター(花川北3・3)
講師 きままパステル認定講師 秋元真奈美氏
持ち物 作品持ち帰り用の袋
定員 10人（申込順）　費用 500円
申込期限 14(火)
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎　75･1288

　12（日）
学習会
人類の原点からエネルギー問題を問う
　エネルギー依存の少ないアフリカ先住民の
暮らしから、今のエネルギー問題を考えます。
時間 13時～15時
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
講師 星槎大学教授 西原智昭氏
費用 500円（資料代ほか）
問合せ 石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会
安田さん☎090･6211･1602

　11(土)
アートウォームカフェほわぽわ
いっしょにあそぼう
対象 乳幼児と保護者　時間 11時～11時15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

　2（木）～7（火） ※平日のみ
保護司会パネル展
　薬物乱用防止のためのパネル展です。
時間 10時30分～15時30分　
場所 市役所1階ロビー（花川北6・1）
問合せ 広聴・市民生活課☎72･3191

　4～26の土・日曜 ※小雨決行
弁天歴史公園ガイドツアー
初夏のきらめき編
　石狩弁天社、楽山居をはじめ、公園周辺の見
どころを初夏の話題を交えてご案内します。　
時間 11時～12時 　　　　　　
集合場所 弁天歴史公園 運上屋棟前（弁天町38）
講師 いしかりガイドボランティアの会 会員 　
持ち物 飲み物、必要な場合は雨具 　
定員 10人（申込順） 　　　
問合せ （一社）石狩観光協会 野村さん
☎62･4611

児童館の
行事は
こちらで
チェック！

　22（水）
子宮頸がんワクチンについての学習会
　DVDを見ながら学習します。そのほかのワ
クチンについても質問できます。
時間 10時～12時
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
講師 ワクチントーク北海道代表 荻原敏子さん
費用 資料代500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）
糟谷さん☎080･4505･7907

けい

ヴェイツ

アーツ アット ローカル

ヘ ル シ ー

さとう けい



スポーツ広場（花畔337･3）
スポーツ健康課☎72･6123

所
問

5（日） 第26回石狩市民体育大会 春季大会
18（土）～20（月） 第73回全日本高校女子選手権大会北海道予選会
26（日） 第43回夏季ソフトボール大会

ソフトボールソフトボール 大 報情会
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　7/17(日)
挑む！ File#13
帰ってきた昭和懐メロ歌謡祭
　バリトン歌手 今野博之氏のコンサートシ
リーズ「挑む！」が石狩初上陸！ シリーズの中で
も高い人気を誇る企画を、フルート・ピアノと
ともにお披露目します。
時間 15時～16時30分
場所 アートウォーム（花畔1・1）
費用 1,000円（全席自由）、学生・子ども無料
※当日券あり
申込・問合せ Arts＠Local 今野さん
☎090･9529･1581

　7/2(土)
Ishikari Dream Live！ 2022
　世界が注目するドラマーYOYOKAが所属す
る家族バンド「かねあいよよか」と、オペラ歌手と
ピアニストの夫婦デュオ「ひろくる」が初共演！
時間 18時～20時
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
費用 2,000円（全席自由）、中学生以下1,000円
※当日券あり
申込・問合せ Arts＠Local 今野さん
☎090･9529･1581

　①30（木） ②9/1（木）
まちの先生企画講座１
イチゴを摘んでジャム作り

内容 ①旬のイチゴのジャム　
②木イチゴ（ブラックベリー）と青トマトのジャム
時間 ①9時～13時 ②10時～13時
場所 ①講師宅イチゴ畑（北生振）
②花川北コミセン（花川北3・2）
講師 萬年静代氏　定員 ①18人 ②20人
（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 ①一般1,200円・カレッジ生1,000円
②一般700円・カレッジ生500円
※別途①②材料費500円
申込期限 16（木）
申込・問合せ いしかり市民カレッジ運営委員会
（社会教育課内）☎　74･2249 ※平日9時～17時

　7/5（火）・19（火）
いしかり市民カレッジ 主催講座６
気象変動と私たちの生活

内容 ①気象変動の実態 ②気象変動と防災
時間 10時30分～12時
場所 花川北コミセン（花川北３・２）
講師 ＵＨＢお天気キャスター、気象予報士、防
災士 菅井貴子氏
定員 30人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 １回一般700円・カレッジ生500円　
申込期限 21（火）
申込・問合せ いしかり市民カレッジ運営委員会
（社会教育課内）☎　74･2249 ※平日9時～17時

　①7/15（金） ②8/2（火） ③8/9（火）
いしかり市民カレッジ 主催講座７
伊達邦直が北海道移住を決め
聚富を経てなぜ当別に至ったか

内容 ①伊達邦直と主従一行の当別入植までの苦悩
②小説「石狩川」を題材にした映画「大地の侍」の上映
③見学研修 伊達邦直一行聚富への移住そして当別へ
時間 ①10時30分～12時 ②10時～12時　
③9時～15時30分
場所 ①②花川北コミセン（花川北3・2）
③旧公民館集合（花川北6・1）
講師 ①③石狩市郷土研究会会長 村山耀一氏
②上映協力：北海道農業企業化研究所（ＨＡＬ財団）
定員 ①②30人 ③18人
（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 ①②１回一般700円・カレッジ生500円　
③一般1,200円・カレッジ生1,000円
申込期限 7/1（金）
申込・問合せ いしかり市民カレッジ運営委員会
（社会教育課内）☎　74･2249 ※平日9時～17時

　石狩ハイスタンプ会
【石狩市プレミアム付商品券抽選会イベント】
　石狩市プレミアム付商品券で買い物をした
方に、500円商品券1枚につき、抽選券を1枚進
呈。イベント参加店（店頭チラシ参照）へ渡すと
抽選で20人に千円分の買い物券をプレゼント！
期間 20（月）～10/31(月)
抽選日 11/8(火)

【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 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

　石狩ハイスタンプ会
【石狩市プレミアム付商品券抽選会イベント】
　石狩市プレミアム付商品券で買い物をした
方に、500円商品券1枚につき、抽選券を1枚進
呈。イベント参加店（店頭チラシ参照）へ渡すと
抽選で20人に千円分の買い物券をプレゼント！
期間 20（月）～10/31(月)
抽選日 11/8(火)

【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 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

　リサイクル講座
【手芸講座 小物作り】
　古着・古布で500㎖用のペットボトルケース
を作ります。
日時 15（水）9時～12時
費用 500円

【包丁とぎ講座】
　家庭で切れなくなった包丁を自分で研ぎ、リ
サイクルします。
日時 17（金）・18（土）9時30分～11時
持ち物 包丁（３丁まで）、タオル　
費用 500円

【廃材木工講座 二人掛け用ベンチ】
　廃材で二人掛け用ベンチ（幅85㎝×奥行40
㎝×高さ42㎝）を作ります。
日時 23（木）9時30分～12時
費用 1,200円　

【廃材木工講座 野菜ボックス】
　廃材で野菜ボックス（幅50㎝×奥行30㎝×
高さ30㎝）を作ります。
日時 24（金）9時30分～12時
費用 1,200円

【廃材木工講座 ごみストッカー】
　廃材でごみストッカー（30ℓ用）を作ります。
日時 25（土）9時30分～12時
費用 1,200円

【共通事項】
定員 各5人（申込順）
申込期間 1（水）９時～
場所・申込・問合せ リサイクルプラザ
（新港南1・22）☎64･3196 ※月曜・祝日休館

　リサイクル講座
【手芸講座 小物作り】
　古着・古布で500㎖用のペットボトルケース
を作ります。
日時 15（水）9時～12時
費用 500円

【包丁とぎ講座】
　家庭で切れなくなった包丁を自分で研ぎ、リ
サイクルします。
日時 17（金）・18（土）9時30分～11時
持ち物 包丁（３丁まで）、タオル　
費用 500円

【廃材木工講座 二人掛け用ベンチ】
　廃材で二人掛け用ベンチ（幅85㎝×奥行40
㎝×高さ42㎝）を作ります。
日時 23（木）9時30分～12時
費用 1,200円　

【廃材木工講座 野菜ボックス】
　廃材で野菜ボックス（幅50㎝×奥行30㎝×
高さ30㎝）を作ります。
日時 24（金）9時30分～12時
費用 1,200円

【廃材木工講座 ごみストッカー】
　廃材でごみストッカー（30ℓ用）を作ります。
日時 25（土）9時30分～12時
費用 1,200円

【共通事項】
定員 各5人（申込順）
申込期間 1（水）９時～
場所・申込・問合せ リサイクルプラザ
（新港南1・22）☎64･3196 ※月曜・祝日休館

まんねん

石狩市総合型地域スポーツクラブアクト

無料体験週間
　資格指導者といろいろな
スポーツを体験できます。
お気軽にどうぞ♪

17時30分～18時30分

17時～18時
17時～18時
18時～19時30分
18時～19時
16時～17時
17時～18時
19時～20時30分
12時30分～13時30分
17時～18時
17時～18時
10時～11時
11時～12時
18時～19時
19時～21時

小学生

小学生

小学生

どなたでも

小学生

どなたでも

小学生

どなたでも
小学生
小学生
どなたでも

開催日

6（月）

7（火）

8（水）

9（木）

10（金）

17（金）

11（土）

種目 時間 対象
①硬式テニス（初心者）
②アクトタイム 
③硬式テニス（中級者）
④硬式テニス（初心者）
⑤陸上
⑥リフレッシュヨガ
⑦ジュニアダンス
⑧ジュニアチャレンジタイム
⑨バドミントン
　ソフトヨガ
　テニス
　ジュニアチャレンジタイム
　スポーツ吹き矢
　陸上
　TTS(アスリート育成)
　アクトタイム

いしかり

ファイル

ドリーム ライブ

よ よ か

申込不要

◯10
◯11
◯12
◯13
◯14
◯15
◯16

上靴、飲み物
 ●学び交流センター
　体育館
　（花川北3・3）
※⑥　は第4研究室、
　⑦は多目的室、
　　は視聴覚室
 ●②は花川南小学校
　（花川南6・5）　
 ●　は花川南コミセン
　(花川南6・5)
●　は花川北コミセン
　(花川北3・2)
（一社）アクト・スポーツ
プロジェクト
☎62･8162

問

所

持

◯10

◯13

◯12

◯14

中止


