
26広報  いしかり  2017.8

会員募集
【お料理サークル 洋子の会】
日時 毎月第4木曜10時～13時  
場所 花川北コミセン（花川北3･2）  
費用 3カ月4,500円  
問合せ 春木さん ☎ 　76･6937

あなたの経験や技能、知識を生かして
仕事をしてみませんか。
対象 市内居住の健康で働く意欲のある、
おおむね60歳以上の方
日時 ①8/9（水）②8/24（木）③9/6（水）
④9/21（木）⑤10/11（水）⑥10/26
（木）14時～15時30分 ※要事前申込
場所 ①③⑤花川北コミセン（花川北3･
2）②④⑥花川南コミセン（花川南6･5）
申込・問合せ 石狩市シルバー人材セン
ター ☎64･7771

（公社）石狩市シルバー人材
センター入会説明会

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

高校生就職支援セミナー
内容 模擬個別･集団面接練習など 
対象 市内の高校に通学または市内に
居住している高校3年生 
日時 9/9（土）10時～15時 
場所 花川北コミセン（花川北3･2） 
講師 キャリアバンク（株） 
持ち物 制服着用、筆記用具、昼食 
定員 60人 
費用 無料 
申込方法 9/5（火）までに申込書に記入
の上、郵送･ファクスまたはEメール
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

FAX

自衛官
【海・空航空学生】
応募資格 18歳以上23歳未満の方（空
要員は21歳未満）
受付期限 9/8（金）　
【一般曹候補生】
受付期限 9/8（金）　
応募資格 18歳以上27歳未満の方
【自衛官候補生】
受付期間 年間を通じて募集
応募資格 18歳以上27歳未満の方

【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

◎国籍は問いません。ただし、就職が制限されている在留資格者は受験不可。日本国
　籍以外の方は、採用後配置される職務などに一部制限があります。
1次試験日 9/17（日）　 試験会場 りんくる（花川北6･1･41･1）
1次試験の内容 〈初級職〉教養試験、作文試験、事務適性検査
　　　　　　    〈資格職〉作文試験、一般性格診断検査、職場適応性検査
受付期間 8/1（火）～22（火）平日8時45分～17時15分 ※郵送の場合は当日消印有効
申込方法 受験申込書（8/1から市役所3階行政管理課にて配布。市HPからも入手可）
に必要事項を記入し、持参または郵送。なお、車椅子を使用される方はお申し出くだ
さい ※詳細は「石狩市職員採用資格試験案内」をご覧ください
申込･問合せ 行政管理課（〒061-3292  花川北6･1･30･2） ☎72･3151
　 gyosei@city.ishikari.hokkaido.jp

①一般 高等学校、短期大学、高等専門学校、専修学校（修業年限2年以上の専門課程
に限る）もしくはこれらに相当すると認められる学校などを卒業した方またはH30/3
月までに卒業見込みの方で、H6/4/2以降に生まれた方　
※大学（短期大学を除く）もしくはこれに相当すると認められる学校などを卒業した
方またはH30/3月までに卒業見込みの方は除く
②救急救命士 救急救命士の有資格者もしくは採用予定日までに救急救命士の資格
取得見込みの方で、H6/4/2以降に生まれた方
採用予定日 H30/4/1 ※救急救命士の資格取得見込みの方はH30/5/1
1次試験日 9/17（日）　 試験会場 花川北コミセン（花川北3･2･198･1）
受付期間 7/28（金）～8/18（金）平日8時45分～17時15分 ※郵送の場合は当日消印有効
申込方法 受験申込書（石狩北部地区消防事務組合消防本部または各消防署・支署
に配置）に必要事項を記入し持参または郵送
申込･問合せ 石狩北部地区消防事務組合消防本部総務課
（〒061-3211 花川北1･1･2･3） ☎ 74･5119
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高等学校、短期大学、高等専門学校、専修学校を卒業した
方またはH30/3月までに卒業見込みの方で、H4/4/2以
降に生まれた方

下記条件を全て満たす方
(1) 高等学校以上を卒業またはH30/3月までに卒業見
　　込みの方で、S52/4/2以降に生まれた方
(2) 身体障害者手帳（1～6級）の交付を受けている方
(3) 活字印刷文による出題および口頭による面接試験
　　に対応できる方
(4) 自力で通勤でき、かつ、介護者なしで勤務できる方

保育士の資格を有する方またはH30/3月までに資格取
得見込みで、H30/4/1時点で59歳以下の方で厚田区で
の勤務が可能な方

平成30年度 石狩北部地区消防事務組合消防吏員採用資格試験

石狩消防署 一般･救急救命士 4人程度

当別消防署 一般･救急救命士 1人
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10月号の原稿締切日は8/31㈭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。
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地域自治区に関する市の施策の審議
や住民の意思を反映した特色ある地域
づくりの検討などを行います。
募集人数 3人
応募資格 ①は厚田区内に、②は浜益区
内に在住する、8/1現在で満18歳以上
の、月1回程度平日夜間に開催される
会議に出席できる方（高校生は除く）   
任期 10/1～H31/9/30
申込方法 8/31（木）までに申込書に必要
事項を記入し、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
申込・問合せ ①厚田支所地域振興課
（〒061-3692 厚田区厚田45･5）
☎78･2012　  78･2718　
　 a-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp
②浜益支所地域振興課（〒061-3197
　浜益区浜益2･3）
☎79･2029　  79･3702
　 h-chiikis@city.ishikari.hokkaido.jp

①厚田区地域協議会委員　
②浜益区地域協議会委員

【優良事業所】市内で同一事業を20年
以上継続して行い、経営状況が健全で
業界の発展に大きく貢献している事業
所など
【優良従業員】市内で同一事業所に20
年以上勤務し、事業発展に貢献してい
る勤務成績優秀で、今後も従業員の模
範となる方
推薦方法 8/10（木）までに商工会議所
･商工会または市内の経済団体による
推薦書（市役所3階商工労働観光課に
配置）を提出 ※業種ごとに要件あり。
従業員表彰は事業主による推薦可
そのほか 表彰式は11/21（火）開催予定
申込・問合せ 商工労働観光課　
☎72･3166

優良事業所･優良従業員
表彰の候補（推薦）

特産品のPRや販売補助･簡単な観光
案内をお手伝いいただけるスタッフを
募集します。特別な知識は不要です。薄
謝あり。
日時 8/16（水）･17（木）･18（金）14時
～19時 ※一部の日程や一部の時間の
お手伝いのみも可。9月も開催予定
場所 JR手稲駅構内あいくる（札幌市手
稲区手稲本町）
申込方法 電話･ファクス･メール･はがき
のいずれかで申し込み
申込・問合せ 商工労働観光課
（〒061-3292 花川北6･1･30･2）
☎72･3167　  72･3540 　
　 kankou@city.ishikari.hokkaido.jp

「石狩の観光と物産PR at 
あいくる」ボランティア

募集区画 16区画（1区画2ｍ×3ｍ）
日時 10/7（土）･8（日）10時～15時
場所 藤女子大学花川キャンパス（花川
南4･5）
費用 1日参加500円、両日参加600円
申込方法 8/1（火）～9/1（金）に氏名、
連絡先、出店内容、参加日数をファクス
またはEメール（申込順）
申込・問合せ 藤花祭実行委員会
　 74･8344
　 hanakawa-toukasai@hotmail.co.jp

第26回 藤花祭　
フリーマーケット出店者

協働事業提案制度
子育て、環境保全、農林漁業や観光振
興など分野を問わず、市民団体などの
皆さんが、市と一緒にまちを良くする
ための協働事業を募集します。
対象 市内で活動する団体（NPO法人、
町内会･自治会、ボランティア団体、企
業など）
募集する事業 分野は問わず、団体の自
由な発想や手法を活かした事業
提案方法 提案書に必要事項を記入し、
郵送･ファクス･Eメールまたは市役所
3階企画課へ持参
そのほか 募集要領は、企画課および各
支所地域振興課、市HPからも入手可
申込期限 10/31（火）
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

市表彰候補者（推薦）
対象 ①自治、産業経済、教育文化、ス
ポーツ、社会福祉、市民活動などの分
野で優れた功績を残し、その功労･功
績が顕著な個人･団体
②公益のため多額の寄付、または自身
の危険を顧みず人命を救助するなど、
市民の模範となる善行を行った個人･
団体
推薦方法 8/31（木）までに推薦書（市役
所3階総務課･各支所地域振興課に配
置）と写真を提出
そのほか 表彰式は11月開催予定
申込・問合せ 総務課 ☎72･3149
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市営・単身者住宅入居者      
募集団地 ○市営住宅　本町団地１戸
（親船町）
案内書配布期間 8/1(火)～
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 8/7(月)～9(水)
※7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

ごみ分別ナビゲートをはじめ、オリジナ
ルごみ袋の配布、昨年の生ごみから堆
肥を作り栽培したじゃがいもの配布、
石狩の未活用の木材を利用した薪割り
体験コーナーの運営を行います。
対象 おおむね18～39歳（18歳未満の
方は親の承諾書が必要）
日時 ①全日程コース 8/11（金･祝）～13
（日） ②週末コース 8/12（土）～13（日）  
場所 石狩湾新港樽川ふ頭横（新港中央
1周辺）
定員 160人
費用 無料
申込方法
　 https://www.ezorock.org/rsr2017/
から申し込み　
そのほか 入会の必要あり
問合せ NPO法人ezorock 
☎　 011･562･0081　
　 info@ezorock.org

ライジングサンロックフェスティバル
環境対策活動ボランティア
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