
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

市営・単身者住宅入居者
募集団地 市営住宅 本町団地1戸（親船）
案内書配布期間 6（木）～
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 12(水)～14(金)
※これまで応募のなかった住宅（親船・厚
田・浜益）を随時募集中。詳細は要問合せ
申込･問合せ 建築住宅課☎72･3144

オンラインマナビーバ
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

石狩市合同納骨塚
合同納骨塚は、１つのお墓に複数のお骨
を納める合葬式のもので、骨つぼや骨箱
からお骨のみを取り出し、直接埋葬しま
す。一度埋葬すると取り出せませんので、
親族間で十分にご相談ください。
対象 ・市に住所または本籍を有する方
・市に住所または本籍を有していた故人の   
  お骨を持つ方（申請者が市外の方も可）
・市営墓地を返還し、お骨を改葬する方（改
葬後、市営墓地区画を返還する場合に
限る）
場所 親船墓地（親船町1・38）
費用 お骨１体につき12,000円（永代）
必要書類 本籍地・続柄を記載の住民票、
火葬・埋葬許可証または収蔵証明書、改
葬許可証など
申込期間 12（水）～積雪期まで
申込・問合せ 環境課☎72・3240

石狩市手話通訳者登録試験
試験内容 手話表現、読み取り、筆記、面接 
※有資格者（手話通訳士・手話通訳者全
国統一試験合格者）は面接のみ
対象 市内または近郊に在住の、石狩市手
話通訳者養成講座を修了した方
日時 20（木）18時30分～
場所 市役所（花川北６・１）
申込期限 14（金）
申込・問合せ 障がい福祉課☎72･3194

道の駅石狩「あいろーど厚田」
パートスタッフ
募集人数 1人
業務内容 レジ対応、館内清掃
任用期間 採用日～10月末 
※契約更新の可能性あり
勤務時間 9時～19時
※シフト勤務（実働8時間程度）
報酬 時給1,000円 ※交通費別途
応募資格 20歳以上 ※喫煙所清掃あり
申込方法 1（土）～申込先に面接の希望日
をご連絡ください
申込・問合せ ㈱あい風☎78・2300

第65回石狩市民文化祭の参加者
内容 ①舞台部門：舞踊・音楽など
②展示部門：文芸・工芸・芸術など
日程・場所 ①10/16（土）・17（日）
花川北コミセン（花川北3・2）
②10/22（金）～24（日）
花川南コミセン（花川南6・5）
申込方法 申込書を21（金）までに提出
※申込書は市内公共施設、あい・ボード
（4/28～5/13）、石狩市文化協会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（花川北3・3 学び交流センター
NPO法人石狩市文化協会内）
☎　 75・1288 ※火曜休み

都市計画審議会委員
募集人数 2人
内容 市が定める都市計画および都市計
画について市が提出する意見や必要な事
項に関する審議
応募資格 市内在住の7/1現在満18歳以
上で、年4回程度平日昼間に開催する会
議に出席できる方
任期 7/1～R5/6/30
申込方法 申込書を郵送･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 6/7（月）
そのほか 報酬と交通費を支給。託児制度
（費用の一部助成）あり　
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

発足農業体験施設の利用者
都市と農村の交流と農村地域の活性化
を図ることを目的とした農業体験施設の
利用者を募集します。
内容 野菜・果実・花きの種苗などの移植、
播種、栽培 ※施設内ハウスでの育苗も可
場所 厚田292・25（発足会館横）
定員 若干名
利用期間 5月中旬～10月
そのほか 受け付け時に利用条件を説明
申込・問合せ 農政課☎72・3164

は しゅ

会員募集
【石狩健歩会】
内容 ウオーキングサークル
対象 健康づくりのウオーキング愛好者
日時 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

【石狩ミニバスケットボール紅南クラブ】
対象 小学生の男女
日時 毎週火・金曜16時～18時30分、
毎週土曜12時～15時
場所 紅南小学校体育館
費用 入団金2,000円、1～3年生月2,000円、
4～6年生月2,500円、スポーツ保険年
800円
申込・問合せ 石狩ミニバスケットボール
紅南クラブ事務局☎050・5532・0760
✉kounanclub.fubokai@gmail.com

【花川北ヨガサークル】
呼吸法で身体を気持ちよく伸ばし、心身と
もに元気になります。
日時 毎週金曜10時～11時30分
場所 白樺会館（花川北2･5）
費用 月3,500円 
申込・問合せ 中田さん☎　 72・8205 

けんぽ

募  集

7月号の原稿締切日は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。
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自衛官
種目 ①一般曹候補生
②幹部候補生（一般・歯科・薬剤科）
③自衛官候補生（任期制自衛官）
応募資格 ①③採用予定月の１日現在、
18歳以上33歳未満の方
②要問合せ
申込期限 ①11（火） ②6/18（金）
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 



今年で17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。

【共通事項】
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
7/2（金） ※当日消印有効

　　　　 

NPO法人石狩市文化協会、「俳句のまち～いしかり～」実行委員会
石狩市、石狩市教育委員会

応募方法
申込期限 
そのほか
 

主催・企画・運営 
共催 

　　　　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
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対象

兼題･
応募点数

賞

俳句のまち～いしかり～俳句コンテスト

●第17回俳句コンテスト
成人

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30,000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（現金書留または定額小為替を同封）　②持参　③郵便局の「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」）

「あい風」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
※「あい風」を詠み込んだものおよび自由題1句ずつ

もみ

佳作20点（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16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・中学生各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

佳作として小・中学生各20点（予定）


