
開設期間
駐 車 場
駐車料金

アクセス

問 合 せ

7/1（土）～8/20（日)
1,700台
二輪車300円
普通車1,000円
中型車（11人～29人乗り）1,500円
大型車（30人乗り以上）2,500円
(車)市役所から約10㎞
(中央バス)札幌ターミナルから「石狩線」
乗車、「石狩温泉」または終点「石狩」下車
（一社）石狩観光協会☎62・4611

開設期間
駐 車 場
駐車料金

アクセス

問 合 せ

7/15（土）～8/20（日）
180台
環境整備協力金として
二輪車200円
普通車800円
大型車（25人以上）2,000円
(車)市役所から約30㎞
(中央バス)札幌ターミナルから
「札厚線」乗車、「厚田支所」下車 
石狩北商工会☎78・2513
管理棟☎78・2500

開設期間
駐 車 場
駐車料金
アクセス

問 合 せ

7/1（土）～8/27（日）
250台
普通車1,000円
(車)市役所から約20㎞
(中央バス)札幌ターミナルから
「札厚線」乗車、「望来」下車
㈱緑豊コーポレーション
☎011・633・2940
金沢さん
☎090・3776・6034

開設期間
駐 車 場
駐車料金

アクセス

問 合 せ

7/1（土）～8/27（日）
250台
二輪車200円
軽小型乗用車600円
普通車800円（土日祝日は1,000円）
(車)市役所から約30㎞
(中央バス)札幌ターミナルから
「札厚線」乗車、「別狩中央」下車
開設者　宮本さん☎78・2950

開設期間
駐 車 場
駐車料金

アクセス

問 合 せ

7/8（土）～8/17（木）
750台
二輪車300円
普通車1,000円
大型車（11人乗り以上）2,000円
(車)市役所から約60㎞
(沿岸バス※夕方着)札幌駅前ターミナルから
「特急はぼろ号（増毛経由便）」乗車、「川下」下車
（一社）石狩観光協会浜益事務所☎79・5700
監視員詰所☎79・3777

※Wi-Fiは併設のキャンプ場のみです

ＳＴＯＰ
 飲酒運転！

「あそびーち石狩」 「厚田海浜プール」 「はまますピリカ・ビーチ
併設キャンプ場」では、海辺で快適にインターネットが楽しめる
ようWi-Fi環境が整備されています！
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問合せ■商工労働観光課　☎72・3167問合せ■商工労働観光課　☎72・3167

いしかりの で　　を海 夏満喫! 市内の海水浴場情報

はまますピリカ・ビーチ

厚田ビーチセンター

望来浜中央海水浴場

はまますピリカ・ビーチ

厚田ビーチセンター
厚田海浜プール

ジェットビーチ石狩

あそびーち石狩

厚田海浜プール

ジェットビーチ石狩

あそびーち石狩

望来浜中央海水浴場

川下海水浴場

石狩浜海水浴場

お
酒
を
飲ん

での
運転は絶対にやめましょう！

・飲酒時や体調不良時の遊泳はやめましょう
・お子さんから目を離さないようにしましょう
・泳ぐ前には念入りに準備運動を行いましょう
・単独行動はやめ、複数人で行動しましょう
・離岸流（海岸から沖へ強く流れる海水で、幅は約10mから
　30m程度）に流された場合、慌てずに海岸と並行に泳いで、
　離岸流から離れましょう

皆さんが安全で快適な海水浴を楽しめるように、
特に次の事項を守ってください。

水難事故に気を付けて！

開設期間
駐 車 場
駐車料金

アクセス

問 合 せ

7/8（土）～8/27（日）
100台
二輪車200円
普通車1,000円
(車)市役所から約19㎞
(中央バス)札幌ターミナルから
「札厚線」乗車、「望来」下車

開設者　籬さん☎090・7646・4207
まがき

北海道飲酒運転の根絶に関する
条例が施行されています！

海水浴は、海水浴場区域内で楽しみましょう！海水浴は、海水浴場区域内で楽しみましょう！
海面が標旗や浮きなどによって区切られ、場内で監視員
も配置されている海水浴場区域内を利用しましょう。区
域外での遊泳は、死亡事故も発生しており大変危険です。
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募集人数 1人
勤務場所 水道営業課
任用期間 10/1～H30/3/31
勤務時間 週29時間以内（日曜･夜間勤
務あり）
業務内容 水道料金などの督促、徴収ほか
報酬 月額160,000円 ※交通費別途支給
応募資格 簡単なパソコン操作（ワ－ド･
エクセル）ができる方
応募方法 履歴書（写真貼付）を7/5（水）
～19（水）までに持参または郵送。応募
書類は返却不可 ※当日消印有効
選考方法 面接（日時は後日連絡）
そのほか 社会保険、雇用保険が適用
申込・問合せ 水道営業課（〒061-3292 
花川北6･1･30･2） ☎72･3133

水道料金等徴収嘱託員
（非常勤職員）

入学金･授業料が一切不要で、学生は
入学と同時に国家公務員としての身分
を与えられ、毎月の給与やボーナスが
支給されます。
受験資格 4/1現在で高等学校または中
等教育学校を卒業した日の翌日から
起算して①2年を経過していない方、
②5年を経過していない方、①②
H30/3月までに高等学校または中等
教育学校を卒業する見込みの方など
申込方法 申込用紙を①8/24（木）～28
（月）、②7/18（火）～20（木）に郵送ま
たは持参（下記HPから申し込む場合
は①9/4（月）、②7/27（木）まで）
1次試験日 ①10/28（土）･29（日） 
②9/24（日）
申込･問合せ 小樽海上保安部管理課
（〒047-0007 小樽市港町5･2） 
☎0134･27･6118
海上保安庁　  http://www.kaiho.mlit.
go.jp/ope/saiyou/bosyu.html

　留学生とともに、誕生会やクリスマスパーティーなどさまざまなイベン
トにも参加できます。
滞在期間 8月中旬～H30/7月下旬
受入家庭数 14軒（各家庭1～2カ月間）　 申込期限 7/14（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　　 http://www.npoiia.jp
　 http://www.facebook.com/NPOIIA

　市内でボランティア（無償）としてホームステイを受け入れてくださるご
家庭を募集します。留学生は、ホームステイをしながら市内の高校に通学
します。国際感覚を磨く身近なチャンスです。未経験の方も大歓迎！
※受け入れ時期はご相談の上、当協会で調整して決定します

ディラン･ウィットさん
（15歳）
絵を描くこと、マウンテ
ンバイクと合気道が得意
です！日本の生活様式や
歴史を学びたいです。

①海上保安大学校学生　
②海上保安学校学生

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

HP

HP

FB

大人の水泳教室（8･9月実施分）

ナイト初心者コース

ナイト水中運動コース

8/7～9/25の毎週月曜
（全6回） 19時30分～20時30分

19時30分～20時30分

4,920円

7,380円

※8/14・9/18除く

8/3～9/28の毎週木曜
（全9回）

市営・単身者住宅入居者      
抽選募集団地 ○市営住宅 花川団地1戸
(花川北)
○単身者住宅 厚田・別狩各1戸
案内書配布期間 7/3（月）～
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 7/7（金）～11（火）
※6月以前に公募し応募の無かった住
宅は随時先着募集しています。詳細はお
問い合わせください
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

自衛官
【自衛官候補生】
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
試験日 8/26（土）・27（日）の内1日（女子
は26日のみ）
受付期限 8/23（水）
【自衛官受験説明会】
日時 7/30（日）12時30分～14時30分
場所 花川北コミセン（花川北3・2）

【共通事項】
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

会員募集
【歌謡三味線サークル】
日時 毎月第2･第4火曜13時～15時
場所 花川中央会館（花川南1･4）
費用 月500円
申込・問合せ 間所さん ☎090･7648･0035
【女声合唱団 アルバ･コラーレ】
対象 コーラスの好きな女性
日時 毎週月曜19時～21時 
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月3,000円
申込・問合せ 福中さん ☎　 72･0347

定員 10 人（申込順） ※最少開講人数3 人
申込方法 7/1（土）～26（水）までに費用、印鑑を持参し申し込み
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3･2） ☎74･6611 　　  

FAX

FAX

ホストファミリー大募集！ 姉妹都市カナダ･キャンベルリバー市から留学生が2人来石します

★2017-2018年 キャンベルリバー留学生

ジュリイ･マツザワさん
（15歳）
ピアノが得意です。日本
のアニメや音楽といっ
たポップカルチャーに
興味があります。

募 集募 集募 集

9月号の原稿締切日は
7/31㈪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。

コース名 日　程 時　間 費　用


