
　「女性の人権ホットライン」は、夫やパートナーからの暴力やセクハラなど、女性の
人権に関する悩みをご相談いただく専用相談電話です。強化週間中は、平日の受付時間
を延長し、土・日曜も対応します。

令和２年度のテーマ「性暴力を、なくそう」

女性に対する
暴力をなくす運動パネル展

12（木）～18（水）
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

○児童相談所全国共通ダイヤル

女性の人権ホットライン
☎0570・070・810

どこに相談したらいいの？ 緊急時は110番通報を！

①12（木）～23（月・祝） ※16（月）除く 
②24（火）・25（水）
①花川南コミセン（花川南6・5） 
②市役所（花川北6・1）　

☎189 ○子ども相談センター（市役所2階）☎72・3195

どこに相談したらいいの？ 緊急時は110番通報を！

「児童虐待防止」
オレンジリボン

日

12（木）・13（金）・16（月）～18（水）
8時30分～19時
14（土）・15（日）10時～17時

日
所

○北海道立女性相談援助センター
☎011・666・9955
※年末年始除く平日9時～17時・17時30分～20時
　土・日・祝日9時～17時

さけ太郎＆さけ子の イッポン情報 釣り！石狩市公認キャラクター

※強化週間以外は年末年始除く
　平日8時30分～17時15分

○性暴力被害者支援センター北海道「SACRACH」

☎050・3786・0799または＃8891

さ く ら こ

sacrach20191101@leaf.ocn.ne.jp
※年末年始除く平日10時～20時

11/12～25は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

　市担当部局や保育所、幼稚園、認定こども園、学校、
教育関係機関、医療関係、警察、福祉関係施設、保健所、
児童相談所などの機関が連携し、保護を必要とする児童や
心配な家庭などへの支援を行っています。

石狩市こども見守りネットワーク協議会
（要保護児童対策地域協議会）

子ども相談センター☎72・3195問

こんなときにはすぐお電話ください

はやくワンストップ
○警察の性犯罪被害相談電話

☎＃8103
※24時間対応

ハ ート さん

☎

○広聴・市民生活課
（市役所1階17番窓口）

☎72・3191
※年末年始除く
　平日8時45分～17時15分

○DV相談ナビ

☎＃8008
は れ  れ  ば

専門家が
対応します

お近くの
児童相談所

にお電話

●虐待を受けているのかしら…

●子どもにあたってしまう…

●近くに子育てで悩む人がいる…
189

○DV相談＋
☎0120・279・889

つなぐ

プラス

※電話・メールは24時間受付。
　チャット相談12時～22時。10カ国語に対応

はやく

　児童虐待は、未然防止・早期発見と早期対応が極めて重要です。子ども
に関わる機関をはじめ、地域においても児童への虐待を発見した場合や

疑いがある場合は、迷わず通報してください。通報した方の情報は守られますし、匿名でも
構いません。大切な子どもを、地域の見守りで虐待から守りましょう。
　お子さん（18歳以下）のことで悩んでいる、困っている、近隣などで児童虐待が疑われる
場合は一人で悩まずに相談を。

11月は児童虐待防止推進月間

女性に対する暴力は、根底に女性の人権の軽視があることが多く、性暴力もその
一つです。相手が誰でも、どんな状況でも、自分の意志に反して受ける性的行為は
全て性暴力です。加害者は顔見知りの場合が多く、時には男性が被害を受けること
もあります。つらい気持ちや不安は一人で抱え込まず、専門機関に相談しましょう。
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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・メールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

1月号の原稿締切日は30（月）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。

募 集

まる元らくらく運動教室
げん

椅子に座っての運動を中心に、楽しく無理
のない範囲で頭と体を使い、日常生活で
必要な筋肉の維持や強化を図ります。 
※マスク着用のこと
対象 自分で会場に行ける65歳以上の市
民で、普段運動をしていない方、足腰の
筋力低下を自覚している方など
日時 毎週木曜 ①10時30分～11時30分
②13時～14時 ③15時～16時
場所 ①八幡コミセン(八幡２・332) 
②りんくる(花川北6・1) 
③花川南コミセン(花川南6・5)
講師 健康運動指導士
持ち物 運動靴、飲み物、寒さに対応でき
る服装（換気のため）
定員 ①７人 ②５人 ③８人（全て申込順）
費用 月1,000円　
そのほか お近くの会場1カ所をお選びく
ださい。健康状態により参加できない場
合あり
申込・問合せ 高齢者支援課☎72･7017

市営・単身者住宅入居者
募集団地 市営住宅：親船団地1戸（親船）
単身者住宅：望来1戸（厚田）
案内書配布期間 2（月）～
配布場所 建築住宅課、各支所、各コミセ
ン、本町簡易郵便局
申込期間 9(月)～11(水)
※これまで応募のなかった住宅（親船・
厚田・浜益）については、随時募集中。
詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課☎72･3144

オンラインの無料学習支援です。教員を
目指す大学生が分かりやすく教えます。
対象 市就学援助対象の中学生 
※対象外の中学生も応相談
日時 平日19時～21時（この間で１時間を
１回として、1人週２回参加可）
定員 20人（申込順）
そのほか タブレット・通信環境は無料
貸し出し可
申込・問合せ NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり伊藤さん☎080・5838・8914
　comstation@ray.ocn.ne.jp

オンラインマナビーバ

傾聴とは「自分から歩み寄る」こと。傾聴の
基本的技法を学び、聴く力を磨きましょう。
対象 18歳以上の方
日時 29(日)10時30分～15時
場所 市公民館（花川北6・1）
講師 NPO法人北海道総合福祉研究センター
理事長 五十嵐教行氏ほか
定員 25人　費用 資料代1,000円
申込・問合せ NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり☎64・5640
　comstation@ray.ocn.ne.jp

傾聴講座　

内容 水道事業の運営に関する調査・審議など
募集人数 1人
応募資格 R3/1/23現在で満18歳以上の、
年2回程度平日に開催する会議に出席
できる市民
任期 R3/1/23～R5/1/22
申込方法 申込書を郵送･ファクス･メール
のいずれかで提出 ※申込書は担当課、
あい・ボード、市HPから入手可
申込期限 12/1（火）
そのほか 報酬と交通費を支給。託児制度
（費用の一部助成）あり　
申込・問合せ 水道営業課
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3224 　 75・2273
　s-eigyo@city.ishikari.hokkaido.jp

FAX

水道事業運営委員会委員

花いっぱい運動参加団体
令和3年度の花いっぱい運動に参加する
団体を募集します。
対象 市道の植樹帯や公園などの公共施
設に花を植えていただける町内会など
助成基準 １㎡当たり４株まで（応募総数
に応じ苗を配布）
配布草花 サルビア・マリーゴールドなど
申込方法 所定の申込書を4（水）～18（水）
に提出 ※申込書は下記と各支所にあり
申込・問合せ 都市整備課
（花川北6・1 市役所2階）☎72・3671

自衛官募集説明会
日時 15（日）14時～16時
場所 花川北コミセン（花川北3・2）
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛官）
②陸上自衛隊高等工科学校生徒 
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18歳
以上33歳未満の方 ②中学校卒業（見込
み含む）～17歳未満の男子
受付期間 ①通年 ②R3/1/6（水） ※必着
試験日 ①受け付け時にお知らせ　
②１次試験：R３/1/23（土）
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

大人のプレミアム食育講座
（個人向け）
内容 食育講話、給食試食、給食センター
の紹介
日程 ①24（火） ②27（金） ③12/22（火）
時間 10時30分～12時
講師 市栄養士
持ち物 筆記用具
定員 各30人（申込順）
費用 422円
そのほか 5人以上のグループ・団体は別
日程で実施可。希望の方はご連絡ください
申込期限 ①②5（木） ③12/4（金）
場所・申込・問合せ 学校給食センター
（花川北7・1）☎62･8015

冬休み放課後児童クラブ
一時利用申込
対象 小学生 ※申込多数時調整
期間 学校冬季休業日
※日曜・祝日、12/29～R3/1/3除く
時間 8時～18時30分
必要な物 印鑑、就労証明書(夏休みに
提出済みの方は不要)
費用 日額300円 ※別途保険代。欠席分の
利用料は還付不可
そのほか 詳細は市HPで要確認
申込期間 9(月)～27(金)
申込・問合せ 子ども政策課(花川北6・1 
市役所1階18番窓口)☎72･3192

福祉の“リアル”が聞ける! 
オンラインセミナー
会議アプリ「Zoom」で、石狩市を含む
管内7つの社会福祉法人若手スタッフが、
福祉･介護の仕事の魅力を語ります。
日時 28（土）14時～15時10分
定員 100人
問合せ はるにれの里
☎62・8360 ▲申込

のり あき
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