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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

やさしい筋力トレーニング教室
筋力トレーニング・体力測定など。
対象 市内在住の60歳以上の方 ※健康
状態による
日程 12/3～H31/1/30の毎週月・水・
金曜（振替休日、年末年始、12/28、
1/4を除く）全20回
時間 13時～15時
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター（花畔337・4）
持ち物 運動靴、タオル、飲料水、運動で
きる服装
定員 60人（申込順。定員まで随時受け
付け）
費用 2,000円（全20回） ※別途入館料
申込方法 電話申し込みの上、参加申込
書兼誓約書を提出
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64・1220

アクトで無料体験週間！ 
アクトの教室が無料で利用できる１週間
です。詳細は折り込みチラシで。申込不要。
内容 ①ジュニアチャレンジタイム、ＴＴＳ
（ジュニアトレーニングクラス）、ジュニ
アテニス（初めてクラス・中級クラス）
②アクトタイム
③貯筋運動、ヨガ、レディースエクササ
イズ、子連れヨガ、スポーツ吹き矢、文
化教室（布遊び）
対象 ①子ども ②子どもまたは親子
③どなたでも
日程 11/12（月）～17（土）
問合せ 石狩市総合型地域スポーツク
ラブアクト（（一社）アクト・スポーツプロ
ジェクト） ☎62・8162

花川リズムダンス お試し体験 
脳を鍛えるためのウオーキングや筋力ト
レーニング、ダンス、ストレッチングで、
30～60代で始めるのに適した運動です。
日時 11/14日（水）・21（水）10時30分～
11時30分 ※1日のみの参加も可
場所 花川北コミセン（花川北3･2） 
講師 日本女子体育連盟公認ダンスムー
ブメントA級指導員 菅野 朱美氏
持ち物 上靴、汗拭きタオル、ヨガマット
（バスタオルでも可）、飲み物
定員 15人（申込順）　費用 １回300円
申込・問合せ 花川リズムダンスサークル
☎090・3392・8299

初心者スポーツ教室 弓道
対象 中学生以上
日程 11/6～H31/3/26までの毎週火曜
（1/1を除く）全20回
時間 19時30分～21時30分
場所 サン・ビレッジいしかり（新港中央
1・701）
講師 石狩市弓道連盟 指導員
持ち物 運動靴
定員 10人（申込順）
費用 2,000円（全20回） ※別途入館料
申込 石狩市弓道連盟 片石さん 
☎73・0473 
問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64・1220 　 64・1222
 　i-sports@crocus.ocn.ne.jp

自衛官等募集説明会
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27歳未満の男女
②中卒者（見込み含む）17歳未満の男子
日時 11/18（日）①10時～11時　
②11時～12時 ※申込不要
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

冬休み短期水泳教室
対象 5歳（年長）～小学生（初心者）
日程 H31/1/7（月）～11（金）
時間 9時30分～10時30分
定員 50人（申込順）
費用 4,620円（市民プールスクール生
は4,080円）
申込方法 11/1（木）～12/10（月）まで
に受講料・印鑑を持参
場所・申込・問合せ  市民プール（花川
北3･2） ☎74・6611

障害者職業能力開発校入校生
就労に必要な知識・技能を習得し、職業
的自立を目指します（訓練期間1年また
は2年）。
選考日 12/3（月）8時50分～
対象 求職中の障がい者
申込期間 11/1（木）～20(火）
申込・問合せ 北海道障害者職業能力開
発校(〒073-0115 砂川市焼山60) 
☎0125・52・2774 　 0125・52・9177FAX

FAX

あなたも「まちの先生」にチャレンジし
ませんか？「まちの先生企画講座」は、
あなたの知識や技能を生かして、自ら企
画・運営する講座です。
日時 11/19(月)13時30分～15時30分
申込期限 11/14(水)
場所・申込・問合せ いしかり市民カレッ
ジ運営委員会(花川北6・1 市公民館内)
☎ 　74・2249　
 　 kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

いしかり市民カレッジ
平成31年度まちの先生募集説明会

試験日 12/16（日）　 試験会場 石狩市役所（花川北6・1）
内容 作文試験、一般性格診断検査、職場適応性検査、面接試験
受付期間 11/1（木）～21（水）平日8時45分～17時15分 ※当日消印有効
申込方法 受験申込書（11/1（木）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提出（郵送可）。なお、車いす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

◎共通の受験資格として、石狩市に居住可能な方
◎国籍不問。ただし、就職が制限され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）

平成31年度 石狩市職員採用資格試験

保健師

看護師資格職

１人

１人

保健師の資格を有する方、またはH31/3月までに資格取
得見込みの方で、H31/4/1時点で59歳以下で、浜益区で
勤務できる方

看護師の資格を有する方、またはH31/3月までに資格取得見込
みの方で、H31/4/1時点で59歳以下で、浜益区で勤務できる方

保育士 １人
保育士の資格を有する方、またはＨ31/3月までに資格取
得見込みの方で、Ｈ31/4/1時点で59歳以下で、厚田区・
浜益区で勤務できる方

FAX

かん   の　　あけ　み

募 集募 集

1月号の原稿締切日は11/30㈮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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花いっぱい運動参加団体
対象 市道の植樹帯や公共施設に花を植
えていただける町内会などの団体
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  所定の申込書を提出
※申込書は市役所2階都市整備課、各
支所にあります
申込期間 11/5（月）～19（月）
申込・問合せ 都市整備課 ☎72・3139

市営・単身者住宅入居者
抽選募集団地 ありません
※前月以前に公募し応募のなかった住
宅は、随時先着募集。詳細は要問合せ
問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

A  12/24（月・振）～29（土）
　 ※25（火）除く
B  H31/1/4（金）～8（火）
C  H31/3/26（火）～30（土）

H31/1/19～3/17の土･日
（全17日間） ※2/3（日）除く

H31/1/19（土）･20（日）･
26（土）･27（日）（全4日間）

H31/1/19～3/2の土曜
（全7日間）
※1日のみのレッスンも可

H31/1/19（土）･20（日）
（全2日間）

5日間コースA・B・Cのうち
2コース

小･中学生、高校生 
…………34,400円
一般……40,850円

小･中学生、高校生 
…………67,310円
一般……79,160円

小･中学生、高校生 
…………77,700円
一般……89,800円

①5日間コース
対象 小学生～一般

③10日間コース
対象 小学生～一般

④土日コース
対象 小学生～一般

①②③バス･食事･リフト･レッスン･保険付き、ジュニア検定料無料　
④⑦⑧リフト･レッスン･保険付き、バス代別途、昼食各自　　　
⑤レッスン･保険付き、バス代別途、昼食･リフト券各自　
⑥リフト･レッスン･保険付き、ジュニア検定料無料、バス代別途、昼食各自

⑦シニアコース
対象 一般

⑧初めてのスキー教室
対象 小学校1年～3年

⑥キッズコース
対象 満4歳～小学校1年
（保護者同伴）

35,800円

13,500円

29,850円

場所 サッポロテイネ ハイランドゾーン（札幌市手稲区手稲本町）
申込期限 11/5（月）
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 スキー教室

Ⅰ  H31/1/9（水）～11（金）
Ⅱ Ｈ31/1/12（土）～14（月・祝）

小･中学生、高校生 
…………24,500円
一般……28,800円

②3日間コース
対象 小学生～一般

5日間コース（3回）＋
3日間コース（2回）＋
土日コース（17日間）の全日程
（全38日間）

小･中学生、高校生 
…………97,050円
一般…105,700円

⑤シーズンコース
対象 小学生～一般

あなたの経験や技能、知識を活かして
仕事をしませんか。

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
日程  ①11/7（水）②11/22（木）③12/5
（水）※事前に電話申込
時間 14時～15時30分 
場所 ①③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）
申込・問合せ （公社）石狩市シルバー人
材センター ☎64・7771

シルバー人材センター
入会説明会

大人の水泳教室（12･1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

12/3～H31/1/28の毎週月曜
（全6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

4,920円

大人初心者コース 5,740円

6,560円

※12/24・31、1/14を除く

※1/2・9を除く
12/5～H31/1/30の毎週水曜
（全7回）

※1/3を除く
12/6～H31/1/31の毎週木曜
（全8回）

※1/11を除く
12/7～H31/1/25の毎週金曜
（全7回）大人初級者コース   　　 5,740円

定員 各10人（申込順） ※最少開講人数各3人
申込方法   11/1（木）～26（月）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　  

【はなあぜの会】 
内容 童謡、シャンソン、ポップスなどみん
なで楽しく歌いましょう
日時 毎月第2･第4木曜　
10時～11時30分
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月2,000円
申込・問合せ 坪内さん ☎ 　74・5151

会員募集      

FAX

募 集募 集募 集

コース名・対象 日　程 費　用

コース名 日　程 時　間 費　用


