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　利用期間 15（木）～10/31（日） 8時～17時
　場　　所 厚田区望来27・1　　
　コ ー ス   36ホール（4コース）
　利用料金 1日券600円（中学生以下200円）
　　　　　　午後券（12時以降）400円（中学生以下100円）
　　　　　　シーズン券10,000円（中学生以下5,000円）
　貸出用具 1組200円（クラブ、ボール）
　問 合 せ ☎77・2833
 ※期間外は望来コミセン「みなくる」☎ 77・3010

　利用期間 29（木・祝）～10/31（日） 9時～17時
 ※受け付けは16時まで。火曜休み
　場　　所 親船東（石狩川左岸河川敷）　 　
　コ ー ス   18ホール
　利用料金 1人100円程度の寄付
　貸出用具 1組100円（クラブ、ボール）
　問 合 せ 都市整備課☎72・6122
　※悪天候時は休場する場合あり
　※当施設は本町・八幡パークゴルフ振興協会が管理運営しています

　開館期間 29（木・祝）～11/3（水・祝） 10時～16時
　場　　所 弁天町48・1
　休 館 日 火曜（祝日の場合翌平日）
 ※5/4（火・祝）開館、5/6（木）休館
　問 合 せ ☎60・6107
 ※閉館時は環境課
 　☎72・3269

シーサイドみなくるパークゴルフ場石狩浜海浜植物保護センター

　開館期間 6/2（水）～10/31（日） 10時～16時
　　　　　　※工事の状況により開館日変更の場合あり
　場　　所 浜益77・1
　休 館 日 火曜（祝日の場合翌平日）
　入 館 料 300円（中学生以下無料）
　問 合 せ ☎79・2402
 ※閉館時は浜益生涯学習課☎79・2114

はまます郷土資料館

　開館期間 29（木・祝）～8/31（火） 9時～18時
 9/1（水）～11/3（水・祝） 9時～17時
　場　　所 浜町29・1
　問 合 せ ☎62・3450　
 ※閉館時は（一社）
 　石狩観光協会
 　☎62・4611

はまなすの丘公園ヴィジターセンター

緑苑台パークゴルフ場

石狩河口パークゴルフ場

　利用期間 21（水）～11/3（水・祝）
 4月・11月 9時～15時／5月～8月 7時～18時
 9月 7時～17時／10月 7時～16時　
　　　　　  ※受け付けは終了1時間前まで
　場　　所 緑苑台中央3・602　  
　コ  ー  ス  36ホール、練習コース（2ホール）
　利用料金 1日券500円（中学生以下200円）
　　　　　　1日券回数券（11枚つづり）5,000円
　　　　　　（中学生以下2,000円）
　　　　　　※8人以上の大会・例会割引（18ホール1人300円）
　　　　　　※黄昏割引（5月～10月）あり
　貸出用具 1組100円（クラブ、ボール）
　問 合 せ　 ☎72・5610
　　　　　　※期間外は（公財）石狩市体育協会☎64・1220

開設期間 ４月上旬～７月中旬の毎日
 ７時～14時ころ　
場　　所 石狩湾新港東ふ頭（新港東4）
問 合 せ 石狩湾漁協 本所
 ☎62・3331

開設期間 ４月上旬～１０月中旬の毎日
 7時～14時ころ
場　　所 厚田漁港内（厚田7・4）
問 合 せ 石狩湾漁協 厚田支所
 ☎78・2006

開設期間 5/2・9・16・23全て日曜
 8時～12時ころ　
場　　所 浜益漁港内（浜益2）
問 合 せ 石狩湾漁協 浜益支所
 ☎79・3225
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休漁の場合がありますので電話でご確認ください

パークゴルフ場はオープン日変更の場合あり

ホタテの直売
あります！！
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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
「会員募集」の掲載は年1回です

6月号の原稿締切日は30（金）です

募 集

げん

オーガニックガーデン2021　

会員募集
【女声コーラス　コル・ソナーレ】
対象 女性　費用 要問合せ
日時 毎週水曜9時30分～12時30分
場所 学び交流センター（花川北3・3）
そのほか 練習の見学・体験大歓迎
申込・問合せ 近藤さん
☎　 74･1987

【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
日時 毎週月曜・木曜9時～12時（5～10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　年会費3,000円、
任意スポーツ保険料1,200円
申込・問合せ 七戸さん☎74・1156

【石狩エンジェル・クレア少年少女合唱団】
合唱・手話・音楽劇などで活動する「エクレア」
（団の愛称）は第38期生を募集します。
見学 10（土）・17（土）・24（土）
対象 幼児～中学生（高校生も可)
日時 毎週土曜13時30分～16時
場所 市公民館（花川北6・1）
指導者 根本さん・塚越さん・斉藤さん
申込・問合せ 
岩崎さん☎090・1739・2845

【石狩パークゴルフ協会】
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
※ 詳細は各会へ要問合せ
申込・問合せ 小林さん☎64･6474

【石狩市民吹奏楽団】
対象　楽器の手配ができる方（打楽器除く、
高校生以下は要相談）
日時 毎週土曜18時～21時
場所 学び交流センター（花川北3・3)ほか
費用 月1,500円
申込・問合せ 清水さん
☎090・9436・8338
　ms432@bj8.so-net.ne.jp

サポート会員になるための、子どもの発達
や子育てに関する講座です。
対象　18歳以上の健康で子育てに関心の
ある方
日時　6/2・9・16・23・30、7/7の全て水曜
9時30分～12時30分　※6/23・30は15
時30分まで。別途託児実習2時間あり
場所　市公民館（花川北6・1）
講師　保育士や栄養士、小児科医など
持ち物　筆記用具　定員 15人
費用　2,620円（テキスト代）
申込期限　5/14（金）
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

いしかりファミリー・サポート・センター
サポート会員養成講座

①2級②3級
カウンセリング研修講座
周りの方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　①15（木）～12月下旬の火・木・土曜
18時30分～20時30分 ※祝日除く
②5/11（火）～8月上旬の火・木・土曜
10時～12時、13時～15時 ※祝日除く
場所 かでる2･7（札幌市中央区北2西7）
費用 ①69,300円 ②47,300円
（受講料、資料代）
講師・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
※月曜～土曜9時～17時

募集団地 市営住宅 本町団地１戸（親船）
案内書配布期間 1（木）～
配布場所 建築住宅課、各支所、コミセンなど
申込期間 7（水）～9（金）
※随時募集中の団地は要問合せ
申込・問合せ 建築住宅課☎72・3144

市営・単身者住宅入居者

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（設置
工事費などの１割）を負担できることなど
対象区域　市内の定住目的の住宅（下水道
全体計画区域除く）
申込期間　1（木）～5/10（月）
※申込多数時抽選。設置予定基数に満
たない場合は7/30（金）まで随時先着
受け付け、ご相談は随時
申込・問合せ 下水道課☎72・3176　　

合併処理浄化槽の設置希望者

種目　①幹部候補生（一般・歯科・薬剤科）
②一般曹候補生　
③自衛官候補生（任期制自衛官）
応募資格　①要問合せ
②③採用予定月の1日現在、18歳以上
33歳未満の方
申込期限　①28（水）、6/18（金）　
②5/11（火) 
③通年
申込・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

オンラインの無料学習支援です。教員を
目指す大学生が分かりやすく教えます。
対象 市就学援助対象の中学生 
※対象外の中学生も応相談
日時 平日19時～21時（この間で１時間を
１回として、1人週２回参加可）
定員 20人（申込順）
そのほか　タブレット・通信環境は無料
貸し出し可
申込・問合せ NPO法人こども・コムステー
ション・いしかり伊藤さん☎080・5838・8914
　comstation@ray.ocn.ne.jp

オンラインマナビーバ

家庭菜園初心者向けの有機農法の栽培
講座です。
日程 ①7（水） ②16（金） ③5/18（火）
④5/26（水） ⑤6/9（水） ⑥8/18（水）
⑦10/13(水）
※天候などにより日程変更の場合あり
時間 ①～④10時～12時（座学と実習）
⑤～⑦10時～11時30分（座学）
内容 ①種/トマト・ピーマンの苗づくり 
②育苗/トマト・ピーマンの苗移植、ミニ
カボチャ・コーンの苗づくり③肥培/ぼかし
肥料仕込み ④土・水・大気/ぼかし肥料
完成 ⑤病害虫 ⑥有機JAS ⑦微生物
場所 花川北コミセン（花川3・2）、
石狩土木造園（花川南7・1）③④の実習
講師 いしかり環境保全組合 長良幸氏
持ち物　汚れてもいい服装、軍手、筆記用具、
苗を持ち帰る箱（①②のみ）
定員 15人（申込順）　費用 年3,000円
申込期限 5(月)
申込・問合せ　いしかり食と農のカレッジ
運営委員会事務局（農政課内）☎72・3164

ちょう

しちのへ

内容　演舞の審査
日程 6/12（土）11時30分～20時30分、
6/13（日）9時～22時の3～4時間
場所 大通公園周辺（札幌市中央区）
申込方法　募集要綱・応募用紙をHPより
入手し、30（金）必着でファクス・メール・
郵送で申し込み
申込・問合せ （一社）YOSAKOIソーラン
祭り組織委員会
（〒060-0001 札幌市中央区北1西2
北海道経済センター4階）
☎011・231・4351　 011・233・4351
　 shinsa@yosakoi-soran.jp

YOSAKOIソーラン祭り
市民審査員
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