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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

対象 市内在住の小学生
日時 5/7～10/25の毎週火曜･金曜
16時～18時
場所 スポーツ広場（花畔337･3）
持ち物 運動靴、動きやすい服装、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

初心者スポーツ教室 ソフトボール

会員募集

【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  7/3（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15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。

大人の水泳教室（6･7月実施分）

ナイト大人水中運動コース 19時30分～
20時30分　 6,560円

6/6～7/25の毎週木曜
（全8回）

定員 各10人（申込順） ※最少開講人数3人
申込方法  5/1（水･祝）～26（日）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　  

部活動が少なくなっている昨今、中学
生のスポーツ離れを食い止めます。
大会参加を目標とするクラブです。
対象 小学校4年～中学校3年の男女
日時 ①5/18～毎週土曜14時30分～16時
30分 ②5/25～毎週土曜19時～21時
場所 学び交流センター体育館（花川北3･3）
講師 ①菅原 稜平氏、寺島 聖人氏　
②森木 菜央氏、寺島 聖人氏
持ち物 上靴（陸上は外靴も）、飲み物、
タオル、動きやすい服装
定員 各20人（申込順）
費用 4回チケット制 5,000円（＋要会員登録）
そのほか 体験可1,00０円（１回のみ）
申込・問合せ （一社）アクト・スポーツ
プロジェクト ☎62・8162

①陸上クラブ(短距離)
②バレーボールクラブ

【石狩健歩会】  
内容 ウオーキングサークル
日時 毎月2回（4月～11月の午前中）
場所 花川北コミセン、市役所、紅南公園
などを発着（6km～10km）  
費用 入会金500円、年1,000円
申込・問合せ 小谷さん ☎　 74･4555
【石狩紅太鼓】
内容 和太鼓サークル
対象 小学校3年～大人（小学校3年以下は
要相談）
日時 毎週火曜･金曜19時～21時
場所 紅南小学校音楽室（花川北1･6） 
費用 太鼓維持費年3,600円、月1,000円、
スポーツ保険年800円
申込・問合せ 鈴木さん ☎75・2556

FAX

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15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3万円相当の地産品、作品を句碑（木碑）として建立）
地位5点（賞状、副賞4、000円相当の地産品）、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」）

「朝市」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「朝市」を詠み込んだもの１句と自由題１句（兼題2句でも可）

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14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

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

社会教育課 (〒061-3216 花川北6･1･42 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

コース名 日　程 時　間 費　用
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市民が日常生活を安全で快適かつ機能
的に過ごすため、石狩市の都市計画（土
地利用、都市施設など）に関して、総合
的に審議します。
募集人数 2人
応募資格 市内に在住し、R1/7/1現在
で満20歳以上の、平日昼間に年4回程
度開催する会議に出席でき、委員任命
前の勉強会（平日を予定、日時は未定）
に参加できる方
任期 7/1～R3/6/30
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 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、あい・ボード、市HP
から入手可
申込期限 6/6（木）
申込・問合せ 建設総務課(〒061-3292 
花川北6・1・30・2）☎72・3162　  75・2274
 　ks-soum@city.ishikari.hokkaido.jp

特別支援教育支援員
募集人数 若干名
業務内容 学級担任などの補助者として、
個別の対応が必要な児童生徒の身の
周りの支援
勤務場所 市内小中学校
登録期限 R2/3/31
勤務時間 採用日～3月（夏季・冬季休業
を除く）の年間640時間、週3日～5日、
基本1日4時間勤務
報酬 1時間1,000円（交通費込み、社会
保険・雇用保険なし）
応募資格 児童生徒の支援経験がある方
応募方法 履歴書（写真貼付）と「子ども
の支援について考えること（ご自身の経
験を通じて）」（原稿用紙400字以内）を
申込先まで提出（郵送可）
選考方法 書類選考、面接（日時などは
後日連絡）
そのほか 定員になり次第締切。履歴書
など返却不可
申込期限 5/10（金）
申込・問合せ 教育支援センター教育支援
担当（〒061-3292 花川北6･1･30･2） 
☎76・8000

都市計画審議会委員

日時 5/16（木）18時～20時
場所 花川南コミセン（花川南6・5）
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33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

自衛官等募集説明会

エアロビクスとエクササイズで気持ちの
よい汗を流しませんか？
対象 市内在住・在勤の方
日時 6/6～7/25の毎週木曜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 運動靴（上靴）、タオル、飲み物、
動きやすい服装
定員 40人（申込順）
費用 1人1回400円（別途入館料100円）
申込期限 5/27（月）
申込・問合せ（公財）石狩市体育協会
☎64･1220

エンジョイスポーツ教室

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
入会説明会 ①5/15（水）②5/31（金）
③6/12（水）④6/27（木）⑤7/10（水）
⑥7/25（木）いずれも14時～15時30分 
※要申込
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

石狩市シルバー人材センター会員

募集人数 1人
業務内容 妊産婦、乳幼児の栄養相談や
生活習慣病予防の指導など
勤務場所 保健推進課（花川北6・1 りん
くる内）
任期 6/1～R2/3/31
勤務時間 月曜～金曜 週29時間以内
報酬 管理栄養士 月額150,000円　
栄養士 月額140,000円 ※交通費別途
応募資格 管理栄養士または栄養士資
格を有し、パソコンの操作（ワード・エク
セルなど）ができる方、要普免
そのほか 社会保険・雇用保険が適用、
障害者手帳をお持ちの方は写しを
提出、面接などの詳細は募集後担当課
より連絡あり
申込方法 5/1（水・祝）～15（水）に履歴
書（写真貼付）と関係資格を確認できる
書類の写しを持参または郵送（応募書
類の返却不可）※当日消印有効
申込・問合せ 保健推進課
(〒061-3216 花川北6・1・41・1りんくる内） 
☎72・6124

管理栄養士または栄養士
（非常勤）

特産品のＰＲや販売補助と簡単な観光
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 ①6/11（火）～13（木） 14時～19時
②7/2（火）～4（木） 14時～19時
※一部の日程や一部の時間のお手伝いのみも可
場所 JR手稲駅構内あいくる（札幌市手
稲区手稲本町1・4）
そのほか 薄謝あり、申込多数時は日程
などを調整
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（手稲駅）のボランティア

FAX

FAX

FAX

募集団地 ○市営住宅 本町団地1戸（親
船町）、若葉団地1戸（浜益）
案内書配布期間 5/7（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 5/13(月)～15(水)
※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。詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課 ☎72･3144

市営・単身者住宅入居者

文化・芸術活動に親しむ市民の方であれ
ば、どなたでも参加できます（個人・団体
不問）。初めての方も大歓迎。
内容 ①展示部門：文芸・工芸・絵画など
②舞台部門：舞踊・音楽など
日程・場所 ①10/12（土）～14（月・祝）
花川南コミセン（花川南6・5）
②10/13（日）・14（月・祝）花川北コミセン
（花川北3・2）   
申込方法 申込書を5/24（金）までに提出 
※申込書は、市内公共施設、あい・ボード
（4/25（木）～5/15（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（NPO法人石狩市文化協会） 
☎75・1288　  74・8889

第64回石狩市民文化祭

器械運動やボール遊びなど体育の授業
のようにさまざまなスポーツを行います。
対象 市内在住の幼児（年長）
日時 5/7～R2/3/24の毎週火曜15時
15分～16時15分 ※8月はお休み
場所 B&G海洋センター（花畔337･4）
持ち物 運動靴（上靴）、タオル、飲み物
定員 30人（申込順）
費用 月1,000円
申込・問合せ （公財）石狩市体育協会
☎64・1220

キッズスポーツクラブ

募 集募 集募 集


