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会員募集
【石狩写真クラブ】
内容 ①写真教室 ②撮影会 ③写真展
対象 写真を写して楽しみたい方 
日時 ①毎月第2･第4土曜午後 ②毎月
第3土曜 ③年4回 
場所 ①市公民館（花川北6･1）②市郊外
など
費用 月600円
申込・問合せ 石王さん ☎74･1384
【花川北ヨガサークル】
呼吸法で体を気持ちよく伸ばします。
対象 年齢･性別不問
日時 毎週金曜10時～11時30分
場所 白樺会館（花川北2･5）
費用 月3,500円
申込・問合せ 藤原さん ☎74･7144
【グッドジョブテニスクラブ（硬式テニス）】
対象 中級以上でゲームのできる方 
日時 毎週日曜（不定期で土曜･祝日）
場所 紅葉山南公園テニスコート（緑苑
台中央3・601）
費用 年4,000円 
申込・問合せ 上原さん ☎　 74・8141
　 z_harebare@yahoo.co.jp
【さわやか健康体操】
内容 フィットネス
対象 市内･近郊在住の方
日時 毎週木曜10時～11時30分（月4回）
場所 花川南コミセン（花川南6･5）
費用 月1,500円
申込・問合せ 中村さん ☎73･3293
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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、Ｅメールのいずれか
※宛先は裏表紙をご覧ください

【共通事項】
応募方法 住所、氏名、電話番号、作品を記載し提出 ※氏名･作品にはふりがな
を付けてください
申込期限  7/4（水）　※当日消印有効
そのほか 選考会は8月上旬を予定。結果は広報いしかり、市HPで発表するほ
か、入賞者・佳作者には通知します。表彰式は別途、該当者に日時･場所などを
ご案内します。入選作の著作権は主催者に帰属します。類句の指摘があった場
合、入賞を取り消すこともあります
主催 NPO法人石狩市文化協会　共催 石狩市、石狩市教育委員会
企画･運営 NPO法人石狩市文化協会「俳句のまち～いしかり～」実行委員会

今年で14回目を迎える全国規模の俳句コンテストです。江戸時代末期に道央
地区最古の俳句結社「尚古社」が結成されるなど、石狩市には「俳句を楽しむ」
歴史と文化があります。あなたの俳句が句碑に！ 奮ってご応募ください。

第63回石狩市民文化祭参加者
募集内容 ①展示部門：文芸･工芸･芸術など ②舞台部門：舞踊･音楽など
日程・場所 ①10/12（金）～14（日）花川南コミセン（花川南6･5）
②10/13（土）・14（日）花川北コミセン（花川北3･2）
申込方法 所定の申込書を5/21（月）までに提出 ※申込書は市内公共施設、あい･
ボード（5/10（木）～16（水））、市HPから入手可
申込・問合せ 石狩市民文化祭実行委員会事務局（社会教育課内） ☎72・3173

自衛官等募集説明会
申込不要。直接会場へ。
説明種目 自衛官候補生（任期制自衛官）
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
日時 ①5/19（土）10時～12時 
②5/23（水）18時～20時
場所 ①花川北コミセン（花川北3･2） 
②花川南コミセン（花川南6･5）
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

7月号の原稿締切日は5/31㈭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。

対象

兼題･
応募点数

賞

俳句のまち･いしかり～作品を募集します～

●第14回俳句コンテスト
成人の方

投句料

送金方法

1,000円　※2句1組、投句者全員に作品集を送付
選者 小西 龍馬先生（北海道俳句協会顧問） 横山 いさを先生（樅俳句会代表）

天位1点（賞状、副賞3万円、作品を句碑（木碑）として建立）
地位5点（賞状）、人位15点（賞状）

次のいずれかの方法でお願いします。
①郵送…現金書留か定額小為替を同封　②持参
③郵便局にある「払込取扱票」で振り込み
　（口座番号「02710-4-53770」、口座名「NPO法人石狩市文化協会」）

「鰊」および自由題、1人2句まで
※有季定型で未発表の作品であること
※兼題「鰊」を詠み込んだもの１句と自由題１句（兼題2句でも可）

にしん

もみ

※このほか佳作20点を予定

※「払込取扱票」の「通信欄」に2句楷書（縦書き）で記載し、
　投句するのが便利です

対象

兼題･
応募点数

賞

●第13回こども俳句コンテスト
市内小･中学生

投句料
選者

申込･
問合せ

申込･
問合せ

無料

優秀賞として小学生10点、中学生10点（賞状、作品集を授与）

「俳句のまち～いしかり～」実行委員会

〒061-3213 花川北3・3・1 学び交流センター内
「俳句のまち～いしかり～」実行委員会事務局 ☎75･1288

〒061-3216 花川北6･1･42  社会教育課（市公民館内）
☎72･3173

自由題（「身近な生活から」をテーマとした句）、1人1句まで
※有季定型で未発表の作品であること

※このほか佳作として小・中学生各20点を予定
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石狩市限定デザインのオリジナルタオル
（縦34cm×横80cm、綿100％）を1枚
1,000円（税込）で販売申し込みを受
け付けます。5/7（月）～16（水）までの
申し込みで、受け渡しは7月です。詳細
は市HPをご覧ください。
　

 　http://www.city.ishikari.hokkaido.
jp/soshiki/kikaku/37224.html
申込・問合せ 企画課  ☎72･3161

北海道日本ハムファイターズ応援大使

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 市内在住の健康で働く意欲のあ
る、おおむね60歳以上の方
入会説明会 ①5/9（水） ②5/24（木） 
③6/13（水） ④6/28（木） ⑤7/11（水） 
⑥7/26（木）全て14時～15時30分　
※事前に電話でお申し込みください
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 （公社）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

特産品のPRや販売および簡単な観光
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。
日時 6/12（火）～14（木）14時～19時 
※一部の日程や時間のお手伝いも可。
7月･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）
そのほか 薄謝あり、申込多数時は日程
などを調整させていただきます
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 商工労働観光課観光担当
（〒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
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市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ○市営住宅 花川団地2
戸（花川）、青葉団地1戸（浜益）
○単身者住宅 厚田2戸
案内書配布期間 5/1（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 5/9（水）～11（金）
※4月以前に公募し応募のなかった住
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

石狩市生活学校バス研修
女性の生活者の視点からリサイクルな
ど身近な暮らしの中の問題について取
り組む石狩市生活学校では、バス研修
を実施します。江別河川防災ステーショ
ン、コープさっぽろエコセンター、江別
郷土資料館など、個人ではなかなか行
けない場所を生活学校のメンバーと一
緒に見学しましょう。
日時 6/12（火）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 400円（昼食代は各自実費負担）
申込期限 6/3（日）
申込・問合せ 石狩市生活学校 
三島さん  ☎74･7190　
土岐田さん  ☎74･1114

バドミントン教室（初心者）  
対象 小学生～大人
日時 5/7･14･21･28の毎週月曜19時～21時
場所 学び交流センター体育館（花川北3･3）
講師 金山 清美コーチ
持ち物 ラケット（貸し出しあり）、上靴、
飲み物、タオル
費用 会員800円、非会員1,000円
問合せ （一社）アクト･スポーツプロジェ
クト  ☎62･8162

フィットネスフラダンス♪
聞き馴染みのある楽曲で優雅なフラの
世界を体験しましょう♪
日時 5/11（金）・25（金）14時～15時
場所 学び交流センター多目的室（花川
北3･3）
講師 谷 倫子コーチ
持ち物 飲み物
費用 会員500円、非会員700円
問合せ （一社）アクト･スポーツプロジェ
クト  ☎62･8162

レディースエクササイズ
少しキツめの筋トレ教室です。自分の
体重を負荷にして筋トレを行い、引き
締まった身体を目指します。
対象 20歳以上の女性
日時 5/9・16・23・30の水曜10時～11時 
場所 花川南コミセン（花川南6･5）
講師 倉 利隆コーチ
持ち物 マット（貸し出しあり）、運動靴
（外靴）、飲み物、タオル
費用 会員500円、非会員700円
問合せ （一社）アクト･スポーツプロジェ
クト  ☎62･8162

エンジョイスポーツ教室
内容 快汗エアロビクス＋αエクササイズ
対象 市内在住･在勤の方
日時 6/7･14･21･28、7/5･12･19･26 
全て木曜19時～20時30分
場所 B&G海洋センター（花畔337･4）
講師 フィットネスインストラクター
山田 泰子氏
持ち物 汗拭きタオル、飲み物、運動用
ウエア、室内用スポーツシューズ
定員 40人（申込順）
費用 1人1回400円（別途入館料100円） 
※来館時にその都度徴収
申込期限 5/28（月）
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64･1220

市民パークゴルフ教室（初心者）
内容 実技･マナーなどの教室
対象 パークゴルフ初心者の市民
日時 6/11（月）13時～16時
場所 緑苑台パークゴルフ場（緑苑台中
央3･602）
講師 石狩パークゴルフ協会
持ち物 クラブ、ボール（100円で貸し出
しあり）
定員 30人
費用 300円
申込方法 緑苑台パークゴルフ場、シー
サイドみなくるパークゴルフ場にある
申込･受付簿に記入
申込期限 6/3（日）
申込・問合せ 石狩パークゴルフ協会　
事務局長 沢口さん ☎74･0804

初心者スポーツ教室　
ソフトボール
日時 5/8～10/30の毎週火曜･金曜
16時～18時
対象 市内在住の小学生
場所 スポーツ広場（花畔337･3）
講師 石狩ソフトボール協会
持ち物 運動できる靴･服装、帽子
定員 20人（申込順）
費用 保険料800円
申込・問合せ 石狩ソフトボール協会
白濱さん  ☎73･7816  
☎090･8371･3840

オリジナルタオル販売第2弾！

募 集募 集募 集


