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会員募集
【コル･ソナーレ】
内容 合唱  
対象 一般女性  
日時 毎週木曜9時30分～12時30分
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月5,000円
申込・問合せ 栗栖さん ☎73･5529
【女声コーラス「いしかりエコー」】
対象 歌の好きな女性
日時 毎週水曜12時45分～14時45分
場所 花川南コミセン（花川南6･5）
費用 入会金1,000円、月3,000円
申込・問合せ 北村さん ☎ 　75･1265
【石狩パークゴルフ協会】
パークゴルフは老若男女が楽しめるス
ポーツです。ご夫婦･ご家族のご加入を
お待ちしています。
協会加盟同好会 厚田PG同好会、石狩
PG同好会、クレイジークラブ、つくし会、
ハマナスPG同好会、花川PG同好会
※例会の実施･曜日、場所、会費は同好
会ごとに異なりますので、お問い合わせ
ください
問合せ 小林さん ☎64･6474
【ズンバサークルNorte（ノルテ）】
内容 ズンバフィットネス
対象 小学生～大人（現在は30代～70代
の方が多いです）
日時 ①毎週月曜10時30分～12時 
②水曜10時30分～12時（月1回）、第1･
第3木曜13時～14時30分、土曜16時
～17時30分（月2回）
場所 ①花川南第2会館（花川南10・3） 
②学び交流センター(花川北3・3)
費用 月3,000円（4回分）またはチケット
制。親子の場合、小学生は無料
問合せ YASUさん ☎090･7517･1820
　 zumba.norte.2012@gmail.com
【石狩手づくり食品の会】
地産地消をモットーに、季節ごとの料
理を作って楽しんでいます。
対象 手づくりの食品に興味のある方
日時 毎月第3月曜 10時～14時
場所 市公民館（花川北6･1）
費用 入会金1,000円、年1,500円、毎月
の材料費500円程度
問合せ 成田さん ☎73・4723

内容 ①企画展 ②講座「道央圏最古の
俳句結社石狩尚古社」 ③見学会 私
設資料館石狩尚古社
日時 7/6（木）②13時30分～15時
③15時～
場所 ①運上屋ホール（弁天町38 弁天
歴史公園内） ②楽山居（弁天歴史公園
内） ③石狩尚古社資料館（本町3）
講師 ②石狩尚古社資料館 館主 中島 勝久氏
定員 35人（申込順）
費用 無料
主催 いしかりガイドボランティアの会
共催 石狩市、（一社）石狩観光協会
申込期限 7/3（月）
申込先 商工労働観光課 ☎72･3167
問合せ 高瀬さん ☎74･0581

俳句のまちいしかり 企画展
道央圏最古の石狩尚古社

FAX

申込書 秘書広報課、各支所、市公民館
※市ＨＰから入手可
申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、
郵送、ファクス、Ｅメールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

石狩市生活学校バス研修
岩塚製菓株式会社千歳工場･サーモン
パーク千歳･サケのふるさと千歳水族
館と千歳市埋蔵文化財センターを巡り
ながら、生活学校会員と交流を深めつ
つ身近な暮らしの問題について一緒に
考えます。
日時 6/30（金）8時50分～17時
集合場所 花川北コミセン（花川北3･2）
定員 40人
費用 800円（入館料込み、昼食は各自
サーモンパークで）
申込期限 6/15（木）
申込・問合せ 石狩市生活学校　
三島さん ☎74･7190

気象警報が生まれ変わります
警報を発表するような悪天候が予測
された場合、気象庁HPでは5日先まで
の警報発表の可能性を２段階で発表
し、色分けした図表を用いるほか、気
象警報・注意報は危険度を時間ごとに
色分けした図表を、大雨・洪水警報につ
いては地図上に色分けしたものを表示
します。
 気象庁HPでいつ・どこで災害発生の
危険度が高まると予想されているのか
を確認し、安全確保のための早めの行
動を心がけてください。
問合せ 札幌管区気象台天気相談所 
☎011・611・0170
　  http://www.jma-net.go.jp/sapporo/
index.html

花壇コンクール
対象 花いっぱい運動参加団体
申込方法 事務局にある申込書を6/23
（金）までに提出
審査 7/7（金）予定
申込・問合せ 花と緑の協議会事務局
（都市整備課内） ☎72･3139

HP

市営・単身者住宅入居者      
抽選募集団地 ○市営住宅 新別狩東団
地1戸(厚田区)
案内書配布期間 6/1（木）～
配布場所 建築住宅課、厚田･浜益支所、
各コミセン、本町簡易郵便局
申込期間 6/7（水）～9（金）
※今月より、前月公募し応募の無かった
住宅は随時先着募集します。詳細はお
問い合わせください（募集開始日6/1
（木）～)
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

自衛官
【自衛官候補生】
「自衛官候補生」（特別職国家公務員）に
任命され、3カ月後に2等陸･海･空士に
任用される任期制のコースです。
応募資格 採用予定月の1日現在、18歳
以上27歳未満の男女
受付期限 6/6（火）
試験日 6/9（金）～11（日）のうち1日（女
子は10･11日のみ）
申込・問合せ 自衛隊札幌地方協力本部
江別地域事務所 ☎011・383・8955　
※平日9時～17時

募 集募 集

8月号の原稿締切日は6/30㈮です

必ず連絡先を明記してく
ださい。「会員募集」は申
込順、掲載は年1回です。
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募集人数 1人 ※随時募集
勤務場所 保健推進課（りんくる内）
任用期間 任用の日～H30/3/31
勤務時間 週29時間以内
業務内容 国民健康保険被保険者への
保健指導など
報酬 月額187,000円 ※交通費別途支給
応募資格 保健師免許を有する方、要普免
応募方法 履歴書（写真貼付）、資格を証
明する書類の写しを持参または郵送。
応募書類は返却不可
選考方法 面接（詳細は応募後連絡）
そのほか 社会保険、雇用保険が適用
申込・問合せ 国民健康保険課
（〒061-3292 花川北6･1･30･2） 
☎72･3123

国民健康保険保健指導員
（非常勤職員）

条件 設置スペースがあり、処理水の放
流先が確保できること・受益者分担金
を負担できること（設置工事費などの
1割）など
対象区域 市内の定住目的の住宅（下水
道全体計画区域を除く）
申込期間 6/1（木）～22（木） ※申込多
数時抽選
申込・問合せ 下水道課 ☎72･3176

合併処理浄化槽の
設置希望者（追加募集）

保健師（臨時職員）
募集人数 1人
勤務場所 りんくる
任用期間 7/1～H30/3/31（更新あり）
勤務時間 月曜～金曜8時45分～17時
15分 ※勤務時間の短縮は要相談
業務内容 乳幼児健診における保健指
導業務、健康相談ほか
報酬 日額9,500円 ※交通費別途支給
応募資格 保健師免許を有する方、要普免
応募方法 履歴書（写真貼付）、資格を証
明する書類の写しを6/16（金）までに
持参または郵送。応募書類は返送不可 
※当日消印有効
選考方法 書類選考の上、面接
そのほか 社会保険、雇用保険が適用
申込・問合せ 保健推進課（〒061-3216 
花川北6･1･41･1） ☎72･3124　

石狩市体育協会（臨時職員）
募集人数 若干名
勤務場所 B&G海洋センター プール
任用期間 6/29（木）～9/7（木）
勤務時間 9時～21時（2交代制）
業務内容 監視業務および管理業務
報酬 時給830円 ※交通費別途支給
応募資格 市内在住
応募方法 履歴書(自筆･写真貼付)を
6/1（木）～14（水）までに持参または
郵送（必着）
選考方法 書類選考
申込・問合せ  （公財）石狩市体育協会 
総務グループ（〒061-3218 花畔337･4） 
☎64･1220

使用料、手数料等審議会委員
公共施設の使用料や各種証明手数料
などの料金について審議します。
募集人数 3人
応募資格 市内に在住し、7/1現在で満
20歳以上の、公共サービスと利用者負
担のあり方を公平な視点で発言し、年
2回程度平日に開催される会議に出席
できる方
任期 8/1～H31/7/31
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
6/30（金）までに郵送･ファクス･Eメ
ールのいずれかで提出 ※申込書は担
当課、市内のあい･ボード、市HPから
入手可
そのほか 報酬と交通費を支給。託児先
の紹介あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 財政課（〒061-3292 花
川北6･1･30･2） 
☎72･3154 　 72･3540
　 zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp

自治基本条例懇話会委員
自治基本条例の見直しの必要性につ
いて検討します。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住または通勤・通学
し、7/1現在で満20歳以上の、年4回程
度平日夜間に開催される会議に出席で
きる方
任期 7月～H30/3/31
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
6/23（金）までに郵送･ファクス･Eメー
ルのいずれかで提出　※申込書は担
当課、市内のあい･ボード、市HPから
入手可
そのほか 報酬と交通費を支給。託児先
の紹介あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 企画課（〒061-3292 花
川北6･1･30･2） 
☎72･3161　  74･5581
　 kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp

手話基本条例推進懇話会委員
手話に関する基本条例の推進につい
て、意見交換や検討をします。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、年5回程度平日に開催される会議
に出席できる方
任期 7月～H31/3/31
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
6/15（木）までに郵送･ファクス･Eメール
のいずれかで提出 ※申込書は担当課、
市内のあい･ボード、市HPから入手可
そのほか 交通費を支給。託児先の紹介
あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 障がい福祉課
（〒061-3216 花川北6･1･41･1）
☎72･3194 　 75･2270
　 syougais@city.ishikari.hokkaido.jp
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地場企業等活性化審議会委員
地場企業等の活性化を図るための諸
施策について審議します。
募集人数 1人
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、7/1現在で満20歳以上の、年3回程
度平日昼間に開催される会議に出席で
きる方
任期 7/25～H31/7/24
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
6/30（金）までに郵送･ファクス･Eメー
ルのいずれかで提出 ※申込書は担当課、
市内のあい･ボード、市HPから入手可
そのほか 報酬と交通費を支給。託児先
の紹介あり（費用は自己負担）　
申込・問合せ 商工労働観光課
（〒061-3292 花川北6･1･30･2）
☎72･3166　  72･3540
　 syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp

市営墓地の空き区画
募集区画 親船墓地（5区画）、花畔墓地
（10区画）
対象 ・市内在住者で、引き続き1年以上
住所を有すること
・世帯主であること
・現在、納骨するお骨があること
※1世帯につき1区画（6㎡）
費用 墓地使用料30,000円、管理料
30,900円（ともに永代）
申込方法 窓口で申し込み（後日抽選）
※申し込みには本籍地･続柄の記載さ
れている住民票、火葬･埋葬許可証ま
たは寺院などが発行する収蔵証明書
が必要です
申込期間 6/1（木）～15（木） ※平日のみ
申込・問合せ 環境保全課 ☎72･3240

FAX
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