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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

市作成の印刷物への有料広告
平成31年度の石狩市納税通知書等発送用封筒に掲載する広告を募集します（申込順）。
規格 窓あき封筒の裏側、各1枠　申込期限 1/18（金）

まる元らくらく運動教室
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。
対象 65歳以上の市民で、普段運動をし
ていない方や足腰の筋力低下を自覚す
る方など
日程 毎週木曜
時間 ①10時30分～11時30分 ②15時
～16時
場所  ①八幡コミセン（八幡2・332）
②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、タオル、飲み物、運動し
やすい服装
定員 ①7人 ②9人 （申込順、定員になる
まで募集）
費用 月1,000円
そのほか 健康状態等により参加できな
い場合があります
申込・問合せ 高齢者支援課 ☎72･7017

春の体力アップトレーニング教室
内容 筋力トレーニング･スポーツレクリ
エーションなど
対象 市内在住（原則60歳以上） 
※健康状態によっては参加できないこ
とがあります
日程 2/1（金）～3/25（月）の月･金曜
（全15回) ※2/11を除く
時間 13時～15時
場所 B&G海洋センター（花畔337･4）、
サン･ビレッジいしかり（新港中央1･
701・1）
持ち物 運動靴、タオル、飲料水、運動で
きる服装
定員 45人（申込順）
費用 1,500円
申込方法 電話し、参加申込書兼誓約書
（B＆G海洋センターに設置）を提出
申込期限 1/24(木)     
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64・1220　  64・1222 
 　i-sports@crocus.ocn.ne.jp 

FAX

大人の水泳教室（2･3月実施分）

石狩スキースクール スキー教室

大人初級者コース

ナイト大人初心者コース

大人初心者コース

ナイト大人水中運動コース

①検定前講習会
対象 ジュニア1～6級、
 　　ＳＡＪ1～3級受検者

1/19（土）・20（日）

②事前講習会
対象 ジュニア1～6級、
 　　ＳＡＪ1～3級受検者

1/26（土）

③検定会
対象 ジュニア1～6級、
 　　ＳＡＪ1～3級受検者

④初めてのスキー教室
対象 小学校1年～3年

1/27（日）

1/19（土）・20（日）

受検級によって
異なります。
お問い合わせください

2/4～3/25の毎週月曜（全7回）
※2/11を除く　 　　　　

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

5,740円

6,560円

5,740円

2/6～3/27の毎週水曜（全8回）

2/7～3/28の毎週木曜（全7回）
※3/21を除く   　　

6,560円

13,500円

⑤キッズコース（4日間）
対象 満4歳～小学校1年
　　 （保護者同伴）

1/19（土）・20（日）・
　26（土）・27（日） 29,850円

⑥シニアコース（7日間）
対象 一般

①②③バス運行あり（費用別途）、昼食各自
④⑤⑥リフト･レッスン･保険付き、バス代別途、昼食各自

1/19～3/2までの
毎週土曜（全7回） 35,800円

2/1～3/22の毎週金曜（全8回）   　　 

定員 各10人（申込順） ※最少開講人数3人
申込方法  1/4（金）～26（土）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　  

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 1/10（木）
申込・問合せ NPO法人石狩スポーツクラブ ☎090･9084･3941

げん

募 集募 集

3月号の原稿締切日は1/31㈭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

コース名 日　程 費　用

納税通知書の
内容

発送数（予定）

広告掲出料

発送時期
（予定）

申込・
問合せ

掲載寸法

軽自動車税固定資産税
都市計画税

個人市民税
（普通徴収）

国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料 介護保険料

17,000通

64,000円

25,000通

100,000円

13,000通

52,000円

17,000通

68,000円

10,000通

40,000円

19,000通

72,000円

7.1㎝×
18㎝

5.8㎝×
18㎝

5月

税務課 国民健康保険課

※詳細は市HPでご覧ください

高齢者
支援課

☎72・3123☎72・3120 ☎72・3125☎72・3119 ☎72・6121

6月 7月 6月

7.1㎝×
18㎝

5.8㎝×
18㎝

5.8㎝×
18㎝

5.8㎝×
18㎝
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自衛官等募集説明会
日時 1/16（水）18時～20時 ※申込不要
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予備自衛官補
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
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

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を行っています。
詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

校章デザイン
2020年春に開校する「厚田学園（小中一
貫の義務教育学校）」と「石狩八幡小学
校（石狩小と八幡小の統合校）」の校章
デザインを募集します。1人何点でも応
募できます。団体による応募も可。詳細
は市HPまたはお問い合わせください。
申込方法 応募用紙またはＡ4用紙を縦
長で使用し、縦横15cm四方の枠内に
デザインの上、郵送またはメールで応
募（メール添付はJPEG・PDF・GIFのい
ずれかで２MB以下とする）
申込期限 1/31（木）
申込・問合せ 総務企画課（〒061-3292
花川北6･1・30･2） ☎72・3169
　 soumu-k@city.ishikari.hokkaido.jp
賞・結果発表 採用者には市特産品（3万
円相当）を贈呈。採用者には通知する
ほか市HPなどで発表します

HIP HOPダンス教室（初級）
対象 小学校3年以上の市内在住・在勤者
日程 1/10～ 2/28の毎週木曜 ※全8回
時間 16時15分～17時15分
場所 サン・ビレッジいしかり（新港中央
1・701・1）
講師 石狩市体育協会指導員
持ち物 運動できる服装、上靴、飲み物、
タオル
定員 15人 ※定員になるまで募集
費用 1人800円（保険料）
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64・1220

太極拳教室

太極拳は足腰を鍛え、バランス感覚を
養うのに効果的です。年をとってからも
続けられます。
対象 市民
日程 1/21・28、2/4・12・18・25、3/4・
11・18・25(全10回）
時間 10時～11時30分   
場所 りんくる（花川北6・1）
講師 森 豊貴氏　定員 40人（申込順）
費用 3,000円　申込期限 1/15（火）
申込・問合せ 高齢者支援課 ☎72･7017

【共通事項】
申込方法 申込書に必要事項を記載し、
郵送･ファクス･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 1/28（月）
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・問合せ 広聴・市民生活課
（〒061-3292 花川北6・1・30・2）
☎72・3191　  72・3199
　 seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp

H31/4/1～翌年3/31の定期使用の申
請を受け付けます。
施設 ①学び交流センター（花川北3・3）
②カルチャーセンター（花川北1･6紅南
小学校内） 
③市公民館（花川北6・1）
対象 市内で活動している団体、サーク
ルなど
申込方法 申請書を提出（①は学び交流
センターで、②③は市公民館で配布・受
け付け）
申込期間 ①②1/4（金）～18（金）
③1/4（金）～25（金）
申込・問合せ 
①学び交流センター ☎74･8889 
②社会教育課 ☎72・3173 
③市公民館 ☎74･2249

委員募集
【男女共同参画推進委員会委員】
男女共同参画計画の効果的な推進方法や
男女共同参画関連事業などを検討します。
募集人数 3人
応募資格 市内に在住または通勤･通学し、
H31/4/1現在で満20歳以上の、平日夜間
に年2回程度開催する会議に出席できる方
任期 4/1～2022/3/31
【地域公共交通会議委員】
市内における乗合輸送の需要に応じ
た住民の生活交通のあり方や旅客の
利便性増進などに関して協議・調整を
します。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住し、H31/2/25現
在で満20歳以上の、日常的に路線バス
を利用し、平日昼間に年3回程度開催す
る会議に出席できる方
任期 2/25～2021/2/24

FAX

第23回石狩市民囲碁大会

施設定期使用の受け付け

内容 クラス別に分かれて4回戦で対局
Ａクラス：五段以上
Ｂクラス：三・四段
Ｃクラス：二段
Ｄクラス：1級、初段
Ｅクラス：2級以下 
※参加人数によりクラス変更の場合あり
日時 1/27（日）受付9時～、開会式9時
45分、対局開始10時～
場所 りんくる（花川北6･1）
定員 150人　費用 1,500円
申込方法 はがきに住所、氏名、電話番
号、出場段級位を記入し郵送
申込期限 1/18（金）
申込・問合せ 石狩市民囲碁大会実行委
員会（〒061-3213 花川北3・3・4・17・
102）寺内さん ☎090・8634・0636

平成31年度5月～翌年3/31の専用利
用の申請を受け付けます。大会、講習会
を開催する際は、開催要項を添付してく
ださい。大会、講習会は１カ月につき1
事業のみとします。利用日は土日祝日の
みとし、全面使用とします。
申込期間 2/1（金）10時～
申込・問合せ サン・ビレッジいしかり
（新港中央1・701・1） ☎64・1006

サン・ビレッジいしかり
専用利用の受け付け

とよ き

募 集募 集募 集


