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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！

　25（月）
ファミサポ 出前こっこひろば
内容 絵本の読み聞かせ、わらべうた遊び　
※当日会員登録可
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）
定員 各5組 ※要予約。当日予約も可
申込期間 1（金）～
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

　20（水）
フッ素の健康影響についての学習会
　フッ素の健康影響、フッ素入り歯磨き、フッ化
物洗口、ワクチンなどについて学習します。
時間 10時～12時
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 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

　22（金）
文化講座
ステンドグラス入門
　かわいいミニランプを作りましょう！

対象 成人　時間 13時～16時
場所 学び交流センター（花川北3・3）
講師 グラスアートファクトリー教室講師・色彩
コーディネータ－ 奈良美代子氏
持ち物 エプロン、軍手
定員 8人　費用 500円　申込期限 12（火）
申込・問合せ NPO法人石狩市文化協会
☎　75･1288

　開催中～11/3（木･祝）
私設資料館 石狩尚古社所蔵品 虎の書画展／
子母澤寛誕生130年記念特別展
　幕末の三舟（勝海舟、高橋泥舟、山岡鉄舟）
の書などを展示します。
時間 10時～17時
※不定休のため、来場前にご連絡ください
場所 石狩尚古社（本町3）
問合せ 中島さん☎62･3380

　16（土）
親子で学ぼう ハマボウフウと夏の海浜植物
　海辺の植物観察や根っこを調べます。
対象 小学生以上の子と保護者　　 　
時間 10時～12時30分　　　
場所 石狩浜海浜植物保護センター（弁天町48･1）
持ち物 帽子、軍手、長靴、飲み物　　
定員 20人　費用 1人500円　申込期限 10（日）
申込・問合せ うみいく 石山さん
　umiiku.211@gmail.com

　13（水） ※雨天延期
100ⅿ走記録会
　来年の運動会で速く走りたい子、中学校の
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　　
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）
そのほか 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
申込・問合せ Veitu石狩 寺島さん
☎090･1385･3745 　　　　
　kiyoto.terashima10@gmail.com

　11（月）
バレーボール体験日～サーブ編～
　「中学校で部活を始めたい」「部活はないけ
ど中学校でもバレーボールを続けたい」という
方必見！ 今から基礎を学びましょう。
対象 小学３年生～中学生
時間 18時30分～19時30分 　　　　　　
場所 花川小学校体育館（花畔1・1）
持ち物 運動できる服装・上靴、飲み物
定員 10人　費用 1,000円
申込・問合せ Veitu石狩 寺島さん
☎090･1385･3745
　kiyoto.terashima10@gmail.com

　①9（土） ②30（土）
アートウォームカフェほわぽわ
①いっしょにあそぼ
②ボードゲーム・カードゲーム・カプラで遊ぼう
内容 ①わらべうたや絵本の読み聞かせなど
②乳幼児から大人まで楽しめるゲームや積み木
時間 ①11時～11時15分 ②10時30分～15時
【共通事項】
対象 乳幼児とその保護者
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

　①9（土） ②30（土）
アートウォームカフェほわぽわ
①いっしょにあそぼ
②ボードゲーム・カードゲーム・カプラで遊ぼう
内容 ①わらべうたや絵本の読み聞かせなど
②乳幼児から大人まで楽しめるゲームや積み木
時間 ①11時～11時15分 ②10時30分～15時
【共通事項】
対象 乳幼児とその保護者
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

　7（木） ※雨天中止
うみいく ビーチクリーン
　みんなでごみ拾いをしましょう！
時間 9時30分～ 　　　　　　
集合場所 石狩浜海浜植物保護センター前の
あそびーち石狩駐車場（弁天町地先）
持ち物 軍手、火ばさみ、汚れてもいい服装、
帽子、飲み物
費用 100円（保険料）　申込期限 6（水）
申込・問合せ 石川さん☎090･8708･3279

　2～31の土・日・祝日 ※小雨決行
弁天歴史公園ガイドツアー 夏の息吹編
　石狩弁天社、楽山居などの見どころを夏の
話題も交えてご案内します。　
時間 11時～12時　定員 10人（申込順）
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 　
問合せ （一社）石狩観光協会 野村さん
☎62･4611

　16(土)、8/2(火)
第2回・第3回 ひろくるマンスリーコンサート
　オペラ歌手とピアニストの夫婦デュオ「ひろ
くる」による月1回の定期コンサート。
　第2回は季節感あふれる「夏うたコンサー
ト」、第3回はアニソンなど盛りだくさんの「な
つやすみキッズコンサート」です。
時間 14時～16時
場所 学び交流センター（花川北3・３）
定員 60人
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･1306･3836

　1（金）～8/31（水）
謎解きめぐり！ イシカリ海賊団

鮭のまち石狩 黄金の鮭伝説2022
　謎解きシート（石狩市観光センター「ゆめぽー
と」などで配布）とスマホのGPSを使用する謎解
きイベント。正解するとオリジナルグッズがもら
えるほか、抽選で特産品が当たるチャンスも！
場所 本町エリア
問合せ 商工労働観光課
☎72･3167

児童館の
行事は
こちらで
チェック！

しもざわ かん

さけ

ヴェイツ

　14（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 13（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

ヘ ル シ ー

アーツ アット ローカル

◀詳細は
　こちら



スポーツ広場（花畔337･3）
スポーツ健康課☎72･6123

所
問

８（金） 第44回中学校大会（管内中体連）
23（土）～25（月） 第43回全日本クラブ男子選手権大会
31（日） 第44回会長旗争奪ソフトボール大会

ソフトボールソフトボール 大 報情会
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　31（日）
チャイナフェア in 石狩
～アジアの魅力再発見～
　広大で多様な地理、悠久なる歴史、
豊かで深い文化を持つ国・中国。多様
性に富む伝統文化をご堪能ください。
【ステージ】漢服ファッションショーや
古典舞踊、獅子舞、武術など
【体験】中国の伝統遊びや卓球、
塗り絵、書道
【展示】姉妹都市彭州市の紹介
【販売】中国特産品やフェアトレードなど
時間 12時～15時
場所 花川北コミセン（花川北3･2）
申込期限 22（金）
申込・問合せ NPO法人石狩国際交流協会　
☎62･9200 　62･9201
　iia@dream.ocn.ne.jp

　27（水）
手話カフェ
　ろう者とふれあいながら、手話でのおしゃべ
りを体験できます。夏休み中のお子さんも、ぜ
ひ遊びに来てください。
時間 10時～11時
場所 市役所１階喫茶コーナー（花川北6・1）
協力 石狩聴力障害者協会会員
問合せ 北海道手話通訳問題研究会道央支部
石狩班 神原さん☎090･6213･2113

　8/24（水） ※ほか5回
いしかりファミリー・サポート・センター
サポート会員養成講座
　ファミサポは子育ての援助をしてほしい人
（依頼会員）と援助できる人（サポート会員）に
よる会員組織です。サポート会員になるための
子どもの発達や子育てに関する講座を開催
します。
対象 心身ともに健康で子育てに関心があり、
子どもが好きな18歳以上の方
日時 8/24（水）・31（水）、9/9（金）・14（水）・
21(水)・28（水）9時～12時
※9/14・21は15時まで、別途託児実習2時間あり
場所 市役所（花川北6・1）
講師 保育士や栄養士、小児科医など
持ち物 筆記用具、実習時はエプロン
定員 12人
費用 2,620円（テキスト代）
そのほか 託児あり（3人）
申込期限 8/5（金） 
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

　30（土）
学び語る会 このまま暮らしていけるのか？
石狩・当別エリアの陸上、洋上風力発電
問題を考える
　健康・自然・景観に影響が及ぶ可能性のある
大型風力発電の建設や計画について、住民は
どうするべきかを計画地周辺住民の話題提供
や意見交換を通して考えます。
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）
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

　8/16（火）
いしかり市民カレッジ 主催講座10
水惑星の起源を探る
火星衛星探査計画ＭＭＸ

　2024年に打ち上げを計画しているJAXA
の火星衛星探査計画MMXの全体像と科学目
的を紹介します。
時間 10時30分～12時　
場所 花川北コミセン（花川北３・２）
講師 北海道大学理学部・大学院理学研究院教授
倉本圭氏
定員 30人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 一般700円・カレッジ生500円　
申込期限 8/2（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

　①8/19（金） ②8/24（水） ③9/27（火）
いしかり市民カレッジ 主催講座８
変貌する秋鮭漁業環境を生き抜く

内容 ①世界のサケ
マス需給動向と北
海道の秋鮭漁業の
現状と課題
②石狩の秋鮭ととも
に～水産加工・販売
６０余年の取り組み
③見学研修 石狩湾
漁業協同組合、千
歳さけますの森さ
けます情報館
時間 ①②10時30分～12時
③8時30分～17時
場所 ①②花川北コミセン（花川北３・２）
③市民図書館（花川北7・１）集合
講師 ①北海道漁業協同組合連合会 販売第2部長
鳥毛康成氏
②佐藤水産㈱名誉副会長 太田善晴氏
持ち物 ③昼食　　　
定員 ①②30人
③18人（申込多数時カレッジ生優先の抽選）
費用 ①②一般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 8/5（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
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時 4（月）9時30分～
定員 5人（1人1枚、先着順）
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
【SAPICA（サピカ）と交換】
　満貼台紙3冊+現金300円で無記名
SAPICA1枚を事務局で交換。
日時 4（月）9時30分～
定員 5人（1人1枚、先着順）
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

　開設20周年を記念し、１年を通してさまざ
まなイベントを開催します。次は11月ごろ
の開催を予定していますので、お楽しみに！

アートウォーム（花畔1･1）
NPO法人アートウォーム☎64･4664

所
申

ArtWarm 開設20周年 記念事業
ア ートウォ ー ム

　川上りえ氏(彫刻)、野口裕司氏(日本
画)、石川亨信氏(版画)など石狩を制作拠
点に活躍する6人のアーティストによる特
別コラボ美術展です。
2(土)～10(日）11時～19時日

いしかりアートファイル

ジャクサ

ほうしゅう

きよし

とりげ

◀申込
　フォーム

当日先着30人に
中国結びプレゼント

としのぶ

　桂枝雀最後の弟子･桂紅雀と桂まん我
の上方落語2人会。午前は親子向け、午後
は老若男女で。関西弁の勢いでマスクの
奥も笑顔！
31（日）①親子向け10時30分～、
②2人会14時～
前売り①1,500円 ②2,000円
当日500円増（高校生以下500円）

日

¥

上方落語「紅雀とまん我」
かつらしじゃく

こうじゃく が


