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緑苑台パークゴルフ場2018
シーズン券販売

市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ありません
案内書配布期間 3/1(木)～
配布場所 建築住宅課、厚田・浜益支所
※2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

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

◎国籍不問。ただし、就職が制限されている在留資格者は受験できません。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。
採用時期 H30/5/1　 試験日 4/1（日） 　試験会場 りんくる（花川北6･1）
試験の内容 作文試験、事務適性検査、一般性格診断検査、職場適応性検査、個人面接
受付期間 3/19（月）までの平日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（2/20（火）から申込先で配布中。市HPからも入手可）に必要
事項を記入し、郵送または持参。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」をご確認ください
申込･問合せ 行政管理課（〒061-3292  花川北6･1･30･2） ☎72･3151

平成30年度　石狩市職員採用資格試験

保育士資格職 2人 保育士の資格を有する方で、H30/4/1時点で59歳
以下の厚田区および浜益区での勤務が可能な方

対象 市民
持ち物 6カ月以内に撮影した証明写真
（3cm×2.5cm）、本人確認できるもの（保
険証･免許証･生徒手帳など）、利用料
費用 18,000円 65歳以上13,000円　
中学生以下5,000円 ※福祉利用割引券
も利用可
申込方法 所定の申込用紙に記入し、窓
口に提出
申込期間 4/17（火）10時～
場所・申込・問合せ （公財）石狩市体育
協会 施設管理グループ（花畔337･4　
B&G海洋センター内） ☎64･1220

第27回YOSAKOIソーラン祭り
市民審査員
応募資格 6月時点で中学生以上の方、
チーム関係者以外の方、審査日の6/9
（土）･10（日）のいずれか1日に審査可
能な方
申込方法 ①下記HPの応募フォームか
ら申し込み ②下記に連絡し応募用紙を
取り寄せ、郵送またはファクス
申込期間 3/1（木）～4/20（金） ※必着
申込･問合せ YOSAKOIソーラン祭り
実行委員会（〒060-0001 札幌市中央
区北1西2 北海道経済センター4階）
☎011･231･4351　　011･233･4351
　 http://www.yosakoi-soran.jp/

石狩市シニアプラザ
「はまなす学園」
内容 午前：健康･教養･医療などの講座
午後：クラブ活動
対象 60歳以上の市民で1年間継続可
能な方
日時 4/24（火）～H31/2/4（月）の月2
回程度（主に第1･第3月曜）、年16回
定員 70人 ※申込多数時抽選、新規の
方優先
費用 5,800円程度（前･後期合計）
申込期限 3/29（木）17時
申込・問合せ 市公民館 ☎74･2249

北海道後期高齢者医療
広域連合運営協議会委員
制度の運営に関する重要事項を審議して
いただく運営協議会委員を募集します。
募集人数 5人
応募資格 道内在住で満20歳以上の方
（議員や公務員などを除く）
報酬 日額5,000円 ※旅費別途支給
任期 H30/7月～2年間（開催は年3回
を予定）
申込方法 申込先および市役所窓口にあ
る応募用紙に必要事項を記入し、テー
マ「後期高齢者医療制度の課題と今後
のあり方～健康寿命の延伸に向けて
～」についての小論文（800字程度）と
ともに郵送･メールまたは持参 ※市役
所への持参も可
申込期間 3/1（木）～4/27（金） ※当日
消印有効
選考方法 選考委員会を設置し、提出さ
れた小論文などにより総合的に選考
申込・問合せ 北海道後期高齢者医療広
域連合 （〒060-0062 札幌市中央区南2
西14 国保会館6階） ☎011･290･5601
　 soumu@iryokouiki-hokkaido.jp

【春休み5日間スキー教室】
日程 3/25（日）～29（木）
場所 テイネハイランド（札幌市手稲区
手稲本町）
費用 小･中･高校生34,400円（会員32,910
円）、大人40,850円（会員38,310円） 
※食事付き、バス料金含む
申込期限 3/9（金）
【SAJ公認級別テスト･ジュニア検定会】
内容 ①事前講習会　②検定会
日程 ①3/3（土）･27（火） ②3/4（日）･
28（水）
時間 9時～
集合場所 テイネハイランド4階レストラ
ン入口左側（札幌市手稲区手稲本町）
申込期限 開催日の1週間前
そのほか バス運行あり（有料）
【全日本技術選 観戦＆レッスンバスツアー】
日程 3/11（日）
場所 市公民館（花川北6・1）集合、ルス
ツリゾートスキー場
費用 小・中学生7,500円（リフト、バス、
レッスン付き）
※高校生以上は要問合せ

【共通事項】
申込･問合せ NPO法人石狩スポーツ
クラブ ☎090･9084･3941

石狩スキースクール

【一般幹部候補生（一般）】
応募資格 22歳以上26歳未満の方
※20歳以上22歳未満の方は大卒（見
込み含む）
受付期間 3/1（木）～5/1（火）
【予備自衛官補（一般･技能）】
応募資格 一般：18歳以上34歳未満の方
技能：18歳以上で国家免許資格などを
有する方
受付期限 4/6（金）

【共通事項】
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

自衛官

FAX

HP

募 集募 集

5月号の原稿締切日は3/31㈯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。

職種区分 予定人員 受験資格
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図書館の運営について、意見を述べて
いただきます。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住または通勤･通学
し、H30/5/1現在で満20歳以上の、年
2回程度平日に開催される会議に出席
できる方
任期 H30/5/1～H32/4/30
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）
申込方法 申込書に必要事項を記載し、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
申込期限 3/31（土）
申込・問合せ 市民図書館（〒061-3217 
花川北7･1･26）
☎72･2000 　 73･9120
　 tosyokann@city.ishikari.hokkaido.jp

募集人数 1人
業務内容 入館者受付、清掃、収蔵品管
理業務
勤務場所 はまます郷土資料館（浜益区
浜益77・1）
任用期間 5/1～10/31
勤務時間 週17時間15分（週3日勤務）
報酬 月額71,300円 ※交通費別途支給
応募資格 市内（浜益区内に限らない）
在住の方、要普免
そのほか 社会保険･雇用保険の適用なし
申込方法 履歴書（写真貼付）を持参ま
たは郵送。応募書類は返却不可
選考方法 書類選考の上、面接（日時は
後日連絡）
申込期限 3/9（金）※当日消印有効
申込・問合せ 浜益生涯学習課
（〒061-3197 浜益区浜益2･3） 
☎79･2114　

はまます郷土資料館管理人
（非常勤職員）

募集人数 若干名
勤務場所 緑苑台パークゴルフ場（緑苑
台中央3・602）
任用期間 4月下旬～11月上旬
勤務時間 6時30分～18時30分（2交代制）
業務内容 パークゴルフ場受付、管理
報酬 時給880円 ※交通費別途支給
応募資格 市内在住の方
申込方法 履歴書（自筆･写真貼付）を
持参または郵送
選考方法 書類選考
申込期間 3/1（木）～16（金） ※必着
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 B&G
海洋センター内） ☎64･1220　

パークゴルフ場受付、管理
（臨時職員）

家庭菜園初心者向けの有機農法の栽
培実習です。各月1回程度、座学と圃場
での実習があります。有機栽培の基礎
を学びながら、実習を通して家庭菜園
の栽培スキルを高めませんか？
日時 4月～11月 ※基本的に土曜の開催
場所 花畔の圃場（花畔360・54 ホクレン
ガソリンスタンド裏）
講師 いしかり環境保全組合 長 良幸氏
持ち物 汚れてもいい服装
定員 10人（申込順）
費用 3,000円
申込・問合せ いしかり食と農のカレッ
ジ運営委員会事務局 ☎72･3164

オーガニックガーデン2018
入門コース参加者

FAX

大人の水泳教室（4・5月実施分）

①ナイト大人初心者コース

③ナイト大人水中運動コース

4/2～5/28の毎週月曜（全8回） 19時30分～
20時30分　 

19時30分～
20時30分　 

9時30分～
10時30分

9時30分～
10時30分

9,600円

②大人初心者コース 10,800円

9,600円

※4/30を除く

※5/3を除く

4/4～5/30の毎週水曜（全9回）

4/5～5/31の毎週木曜（全8回）

④大人初級者コース   　　 8,400円4/6～5/25の毎週金曜（全7回）
※5/4を除く 

定員 10人、③のみ30人（申込順） ※最少開講人数3人
申込方法  3/1（木）～26（月）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　  

市民図書館協議会委員

石狩市の文化財の保存および活用に関
する事項を審議します。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住し、H30/5/1現在
で満20歳以上の、年2回程度開催され
る会議に出席できる方
任期 H30/5/1～H32/4/30
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）　
申込方法 申込書に必要事項を記載し、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
申込期限 3/31（土）
申込・問合せ 文化財課（〒061-3372 弁
天町30･4）  ☎　 62･3711
　 bunkazaih@city.ishikari.hokkaido.jp

文化財保護審議会委員

対象 市内に居住する65歳以上の方で、
自宅に菜園を持っていない方
場所･定員 ①花畔農園(花畔185 道道
石狩手稲線沿い)60人
②樽川農園（樽川500 樽川神社近く）55人
費用 無料　
申込方法 窓口または電話申込
申込期限 3/30(金) 17時
そのほか 申込多数の場合は公開抽選。
説明会を4/11(水)14時からりんくるで
行います。必ず事前に申し込みの上、出
席してください
申込･問合せ 市社会福祉協議会総務課
（花川北6･1 りんくる内）☎72･8181

寿ふれあい農園

対象 市内に居住する60歳以上の方
日時 毎月第1･第3の木曜、金曜13時～
15時 ※5月･6月は第2･第4の木曜、金曜
場所 りんくる3階陶芸室（花川北6・1）
定員 10人程度 ※申込多数時抽選
費用 材料費など実費負担があります
申込方法 窓口または電話申込
申込期限 4/13(金) 17時
見学会 3/20(火)･21(水・祝)･22(木)･
23(金)10時～15時
説明会･作陶 5/10(木)13時からりんく
る陶芸室で行います。事前に申し込み
の上、必ず出席してください
申込・問合せ 市社会福祉協議会総務課
（花川北6･1 りんくる内）☎72･8181

寿窯陶芸教室

FAX

募 集募 集募 集 コース名 日　程 時　間 費　用


