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テーマ
「楽しもう 心を一つに スポーツまつり」

（花川南小 鈴木 嵩一朗さんの作品）

申込・問合せ

対象

日時

場所
内容
費用
申込方法

石狩ソフトボール協会未加盟チーム、
または個人（小学4年生以上）
9/1（土）14時～23時　9/2（日）10時～14時
※上記の時間帯の中で1試合。受付は試合開始30分前
スポーツ広場（花畔337･3）
1試合6イニング（50分以内）
チーム3,000円　個人300円　※中学生以下無料
　　8/8（水）までに指定申込用紙を提出

石狩サーモンVS石狩ハマナスの対抗戦！
総得点で勝敗を決めます

市民ソフトボール大会

日時
集合場所
内容

定員
申込方法

9/2（日）受付8時30分～　開会式9時～
　　スポーツ広場（花畔337･3）
〇はまなすの丘コース（6km、石狩観光センター発着。
　はまなすの丘公園を周り、海岸線を歩きます）
〇石狩灯台コース（4km、石狩観光センター発着。
　石狩灯台を周り、海岸線を歩きます）
300人　費用　500円　※中学生以下無料
　　8/8（水）までに電話・ファクス・メール
　　※当日申し込みも可

ウォーキング愛好者・興味のある方、
小学生以下は保護者同伴で

いしかり歩け歩こう会

対象

日時
集合場所
内容
申込方法

単一校で編成されたチームとし、小学生（原則4年生
以上）は男女混成可、中学生は男子と女子の部
9/2（日）受付8時～　競技開始10時10分～
　　市役所裏（花川北6･1）スタート
中学生の部5区間（10㎞）　小学生の部7区間（10㎞）
　　7/27（金）までに指定申込用紙を提出

学校対抗の熱き戦い！

小・中学校駅伝大会

日時
集合場所
内容

定員
費用
申込方法

9/2（日）受付8時～9時　競技開始9時55分～
　　市役所裏（花川北6･1）スタート
10km（高校生以上）　5km（中学生以上、車椅子の部）
3km（小学4～6年生、ファミリーの部）
1,300人
2,500円（18歳以下1,500円）　ファミリー2,500円
　　8/6（月）までに郵便振替（当日消印有効）･イン
　　ターネット申し込み、または8/8（水）までに所定の
　　用紙に必要事項を記入し提出　

※下記の大会エントリー代行サービスも利用可（手数料別途）
スポーツエントリー　　■HP https://www.sportsentry.ne.jp/
スポーツナビDo　　　■HP https://dosports.yahoo-net.jp/
ローソンDo！スポーツ　■HP http://lawson-ds.jp/

ゲストランナー　増田 明美さんが一緒に走ります！

石狩サーモンマラソン大会

日時
場所
内容

そのほか

申込方法

9/2（日）受付8時30分～　開会式9時～
スポーツ広場（花畔337･3）
団体種目　玉入れ、ミニパットゴルフ、5人6脚、
　　　　　ミニサッカー、リレー競走、ゲートボールなど
個人種目　100ｍ走、スピードガンコンテスト、
　　　　　ニアピンコンテスト、ロングスローコンテスト
　　アトラクション、遊び･軽スポーツコーナー、売店、
　　アミューズメントコーナーなど
　　団体種目は8/8（水）までに指定申込用紙を提出。
　　個人種目は当日受け付け

石狩で暮らしている、石狩で働く方なら
どなたでも参加できます
スポレク大会

しゅういちろう

公益財団法
人 石狩市体

育協会創立
60周年記

念
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5月の第2弾に引き続き、石狩市限定デ
ザインのオリジナルタオル(縦34㎝×横
80㎝、綿100％)を1枚1,000円(税込）で
受け付けます（上沢直之選手と村田透選
手の写真入り）。詳細は市HPにて。
申込期間 7/4（水）～18（水） ※受け渡し9月
 　http://www.city.ishikari.hokkaido.
jp/soshiki/kikaku/37224.html
申込・問合せ 企画課  ☎72･3161

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、
② 5年を経過していない方、①②
H31/3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（下記HPから入手可）
を①8/23(木)～27(月)、②7/17（火)～
19(木)に郵送または持参。HPからの申し
込み期限は①9/3（月）、②7/26(木)
1次試験日 ①10/27(土)・28(日)
②9/23(日・祝)
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

会員募集
【石狩混声合唱団】
対象 歌の好きな方ならどなたでも
日時 毎週水曜　19時～21時
場所 市公民館（花川北6･1）
費用 入会金1,000円、月3,000円
申込・問合せ 岡野さん ☎ 　74･0421
     yasuoka1946@ab.auone-net.jp

HP

HP

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

抽選募集団地 ○市営住宅 青葉団地1戸
（浜益） ○単身者住宅 ありません
案内書配布期間 7/2（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 7/6（金）～10（火）
※6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（募集開
始日7/2（月）～)。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

市営･単身者住宅入居者  
定員 各10 人（申込順） ※最少開講人数 各3人
申込方法 7/2（月）～26（木）に費用、印鑑を持参
場所・申込・問合せ 市民プール（花川北3・2） ☎74・6611  

①海上保安大学校学生
②海上保安学校学生

滞在期間 8月中旬～翌年7月下旬の1～2カ月間
申込期限 7/13（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
　 https://www.facebook.com/NPOIIA

　ボランティア（無償）でホームステイを引き受けてくれる市内のご家庭
を募集します。日本にいながらにして家族全員が異文化体験できるの
は、ホストファミリーの醍醐味。ひとつ屋根の下で一緒に生活すること
で「もっと分かり合いたい！」という気持ちが芽生えます。未経験の方
も大歓迎！留学生は市内の高校に通学します（受け入れ時期は当協会
で調整して決定します）。
　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。

HP

FB

大人の水泳教室（8･9月実施分）

ナイト大人初心者
コース

ナイト大人水中運動
コース

大人初心者コース

8/6～9/10の毎週月曜
（全5回） 19時30分～20時30分

9時30分～10時30分

4,100円

6,560円

※8/13を除く

8/2～9/27の毎週木曜
（全8回） 19時30分～20時30分 6,560円※8/16を除く

※8/15を除く
8/1～9/26の毎週水曜
（全8回）

FAX

ホストファミリー募集 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。

★2018-2019年 キャンベルリバー留学生

自衛官等募集説明会
申込不要。直接会場へ。
説明種目 ①自衛官候補生（任期制自衛
官）②一般曹候補生 ③航空学生
応募資格 ①採用予定月の1日現在、18歳
以上27歳未満の男女②H31/4/1現在、
18歳以上27歳未満の男女③H31/4/1
現在、18歳以上23歳未満の男女（高卒
者、見込み含む）
日時 7/24（火）18時～20時
場所 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

自転車活用推進協議会委員
自転車を活用したまちづくりと快適な
サイクリング環境を構築するための検
討をします。
募集人数 1人
応募資格 自転車をこよなく愛し、平成
30年7月現在で満20歳以上の、平日昼
間に年3回程度開催される会議に出席
できる方
任期 7月～H31/3/31
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 郵送、ファクス、メールのいずれ
かで申込書を提出 ※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 7/13（金）
申込・問合せ 企画課交通担当
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3193  　74・5581　
　 ki-kotsu@city.ishikari.hokkaido.jp

FAX

FAX

北海道日本ハムファイターズ応援大使
オリジナルタオル販売第3弾！

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

ホルテン・イウィングさん（16歳）
スノーボードやレスリングが得意
です！僕にとって第3外国語であ
る日本語を覚えて友達を多く作
り、将来は国際ビジネスを学びた
いです。宜しくお願いします！

ルーク・キングストンさん（15歳）
カナダでは聖歌隊に所属してい
て、歌うことが大好きです♪スキー
やゴルフ、料理のほかにも趣味が
たくさんあります。石狩の皆さんに
会えるのを楽しみにしています！


