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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

ナショナルトラスト運動の先進地ハワ
イ島（北海道の自然環境と類似）で自然
の中（電気・水道設備なし）でのワーク
キャンプを行います。研修を通じて「自
然環境保護思想」と「自然との共生」を
学び、次世代に自然環境保護の大切さ
を知ってもらうことが目的です。
対象 小学校5・6年 ※学習会および報
告会に参加できる方（日時はHP参照）
日程 7/27（土）～8/5（月）の10日間（8泊
10日）
場所 米国ハワイ州ハワイ島
定員 24人
費用 財団負担（旅券取得費、新千歳空港
までの交通費は除く）
申込方法 4/1（月）～15（月）に応募用紙
（申込先HPまたは草野作工本社にあ
り）に必要事項を記入の上、作文を同封
し、郵送（当日消印有効）。作文は「森に
ついて知っていること」をテーマに原稿
用紙（400字詰）2枚以内とします(600
字以上800字以内）
申込・問合せ （公財）草野河畔林トラス
ト財団 
〒067-0063 江別市上江別西町1　
☎ 　011・381・0550
　 http://userweb.alles.or.jp/ka
hanrin/

会員募集
【楽友クラブ（ソフトテニス）】
対象 男性60歳以上、女性50歳以上の
テニス愛好者
日時 毎週月曜・木曜9時～12時（5月～
10月） 
場所 紅葉山テニスコート（花川北2・3
紅葉山公園内）
費用 年3,000円 
申込・問合せ 矢口さん☎74・4866
【石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団】
幼稚園児から高校生で活動している「エ
クレア」（団の愛称）は第36期生を募集
します。
対象 幼児～中学生（高校生も可)
場所 市公民館（花川北6・1）
日時 毎週土曜13時30分～16時
指導者 根本としおさん、塚越ゆりえさん、
斉藤みゆきさん
申込・問合せ 岩崎さん 
☎090・1739・2845
【石狩パークゴルフ協会】
例会の実施･曜日、場所、会費は同好会
ごとに異なりますので、お問い合わせく
ださい。
対象 市民 （ご夫婦･ご家族の入会大歓迎）
協会加盟同好会 厚田PG同好会、石狩
PG同好会、クレイジークラブ、つくし会、
ハマナスPG同好会、花川PG同好会
申込・問合せ 小林さん ☎64･6474
【石狩花川パークゴルフ同好会】
対象 市民 （ご夫婦での入会大歓迎）
日程 5月～10月第1･第3水曜（例会月2回）
場所 主に緑苑台パークゴルフ場（緑苑台
中央3･602）  
費用 入会金1,000円、1回500円
申込・問合せ 斉藤さん☎　 73･4237
【石狩紅葉山ハーモニカ サークル】
希望者はハーモニカ演奏によるボラン
ティアに参加できます。
対象 市民と近郊在住の方（初心者歓迎）
日時 毎月第2･第4月曜13時～15時 
場所 学び交流センター（花川北3･3）
費用 月2,500円
講師 道新文化センター専任講師 
岩崎 敏彦氏
申込・問合せ 藤田さん ☎74･0206

㈱北海道日本ハムファイターズでは、
5/10（金）18時から札幌ドームで行う
埼玉西武戦のＣ指定席に、市内在住の
方200組400人をご招待します。 
※申込多数時抽選
申込方法 ①パソコンの場合は、
　 http : / /www.fighte r s . co . j p /
expansion/invitation/2019/にアクセス
し、申込フォームへ
②スマホ･携帯の場合は、
右のＱＲコードよりアク
セスし、申込フォームへ
※当落通知は、試合日の
1週間前までにメールで送付します。
〔fighters.co.jp〕と〔fmail.fighters.
co.jp〕の各ドメインからのメールを受
信できるよう事前に設定してください
申込期間 4/1（月）～20（土）　
そのほか 応募いただいた個人情報は
㈱北海道日本ハムファイターズが適切に
管理し、本件を含むチケット関連のＤＭ
･アンケートなどによる案内以外には利
用されません
問合せ ㈱北海道日本ハムファイターズ
お客様センター ☎0570・005・586

北海道日本ハムファイターズ公式戦ご招待！
石狩市民応援デー

（公財）草野河畔林トラスト財団
第2回自然環境教育（ハワイ島）ツアー

姉妹都市カナダ･キャンベルリバー市でホームステイや海外の高校生ライフに
チャレンジしてみませんか？ 約1年間の留学生活を通して、生きた英語を学びな
がら、海外に第2の家族や友達を作る最高のチャンスです！

カナダの人たちはとてもフレンドリーなので、たくさん声をかけてくれます。私は英
語が得意だったわけでもなくとても不安でしたが、たくさんの現地の友達ができ
ました！（留学当時 高校2年）
生活や学校で戸惑うこともあるとは思いますが、とても楽しく良い経験です。何事も
自ら積極的に行動することが何より大切だなと日々実感しています。楽しい留学生
活になるのは確かなので、皆さんもぜひ留学してみましょう！（留学当時 高校3年）

2019-2020キャンベルリバー高校生交換留学生

留学期間 8月下旬～2020年7月上旬　派遣留学生数 1人
応募資格 次の全項目に該当する生徒
①市内居住の生徒
②H13/4/2～H16/4/1生まれの方で学校長の推薦が得られること
③心身共に健康で約1年間の留学生活に耐えうる生徒
④石狩の代表として留学中積極的に活動し、帰国後も継続して国際交流事業の
　推進に協力できる生徒
⑤留学中と、帰国後にカナダ人留学生のホームステイの受け入れが可能なこと
⑥留学決定後、当協会の会員（年会費2,000円）となり、協会主催または市内の
　国際交流諸事業に積極的に参加できること
申込方法 5/7（火）必着で申込先で配布する指定の書類を提出
選考方法 書類審査･面接など
申込･問合せ NPO法人石狩国際交流協会（〒061-3216 花川北6・1・42 市公民館内）
 ☎62・9200 ※平日9時～17時 　  62・9201
　  iia@dream.ocn.ne.jp　   http://www.npoiia.jp
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6月号の原稿締切日は4/25㈭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。
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パワーリハビリ事業参加者
筋力トレーニングマシンを使用した筋力
強化やバランス訓練、ストレッチ体操な
どを実施します。
対象 要介護（支援）認定を受けていない
65歳以上の足腰が弱くなった方、転倒が
怖くて外出を控えている方など
日時 5/9（木）～7/29（月）の週2回（全24
回）10時～11時30分
場所 りんくる（花川北6・1）
定員 12人（申込順）　費用 2,000円
そのほか 健康状態などにより参加できな
い場合があります　申込期限 4/12（金）
申込・問合せ 高齢者支援課 ☎72･7017

自衛官等募集説明会
日時 4/20（土）10時～12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） ②一般曹候補生
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 
②2020/4/1現在、18歳以上27歳未満の方
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

合併処理浄化槽の設置希望者
条件 設置スペースがあり、処理水の放流
先が確保できること、受益者分担金を負
担できること（設置工事費などの1割）など
対象区域 市内の定住目的の住宅（下水
道全体計画区域を除く）
申込期間 4/1（月）～5/10（金）
※申込多数時抽選。設置予定基数に満
たない場合は7/31（水）まで随時先着
受付、ご相談は随時
申込・問合せ 下水道課 ☎72・3176

合気道初心者教室
初歩的な合気道の技を体験します。 
対象 小学校1年～
日時 5/12（日）13時30分～15時 
場所 花川南コミセン（花川南6･5） 
持ち物 運動しやすい服装（ジャージなど） 
定員 15人（申込順）　
費用 無料 
申込期間 4/11（木）～5/11（土） 
講師・申込・問合せ 
庄司さん ☎74・8266
 　s-shoji-2005@ksn.biglobe.ne.jp

浜益温泉入浴送迎 
高齢者の健康増進と温泉の利用促進を
目的に、浜益温泉までバスを運行します。 
対象 70歳以上（厚田区、浜益区の方を除く） 
日時 5/16（木） 9時～17時     
場所 浜益温泉（実田254・4） 
持ち物 タオルなど
定員 42人（申込多数時抽選） 
費用 入浴料金250円 
そのほか 詳細は後日郵送でお知らせ
申込期間 4/3(水)～10(水)  
申込・問合せ 高齢者支援課 ☎72･7014

はまなすの丘景観保全作業
ハマナスなど海浜植物の群生地「はまな
すの丘公園」の景観を保全するため、増え
ている内陸性植物のススキやアキグミ、
外来種のニセアカシアなどを除草します。
日時 4/20（土）10時～12時   
集合場所 9時50分にはまなすの丘公園
ヴィジターセンター駐車場（浜町29・1）
持ち物 長靴、革手袋または軍手、スコッ
プ、クワ、手ノコ、剪定はさみなど
申込期限 4/18（木）
申込・問合せ 環境保全課 ☎72・3269
　 http://www.city.ishikari.hok
kaido.jp/site/kaihinsyokubutu/

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
宅について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

ファミサポは、子育ての援助をしてほし
い人（依頼会員）と援助したい人（サポー
ト会員）による会員組織です。サポート
会員になるためには、講習を受ける必
要があります。
対象 健康で子どもの好きな18歳以上の方
日時 6/3・10・17・24・26、7/1・8
9時～12時（午後まで講習の日もあり）
※6/26(水)以外は全て月曜
場所 りんくる（花川北6・1）
講師 ファミサポアドバイザーほか
持ち物 筆記用具
定員 20人
費用 2,571円（テキスト代）
申込期限 5/22(水)
申込・問合せ いしかりファミリー・サポー
ト・センター 
☎72・5552 
※平日9時～17時

ファミリー・サポート・センター講習会
サポート会員養成講座

あなたの周りの人たちとの関わりを考
えてみませんか？ カウンセリング学は、
発見する力をつける学問です。
日時 5/14～8月上旬の火・木・土曜
10時～12時、13時～15時 ※祝日休み
場所 かでる2･7（札幌市中央区北2西7）
費用 46,440円
申込・問合せ （公社）北海道家庭生活総
合カウンセリングセンター 
☎011･251･6408 　 011･271･5068
　 center.kk@counseling.or.jp

3級カウンセリング
研修講座（昼間部）

来年3月で閉校する石狩小学校の跡利用
方法について、教育委員会に意見書を提
出する「石狩小学校校舎利活用検討委員
会」が、意見書原案への意見を募集します。
募集期限 4/26（金）
申込方法 郵送またはメール
意見書原案 市教委HPとあい・ボードで
ご覧ください
【意見交換会】
意見書原案についての意見交換会も開
催します。
日時 4/20（土）15時～
場所 親船会館（親船町60･7）
申込・問合せ 石狩小学校校舎利活用検
討委員会事務局（文化財課内）
（〒061-3372 弁天町30・4 いしかり砂
丘の風資料館内） ☎62・3711

石狩小学校校舎利活用
意見書原案への意見募集
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