= 募集・お知らせ =
○住宅用火災警報器の維持・管理につ
いて！
定期的に作動確認をしても音が鳴ら
ない場合は電池切れか機器本体の故障
ですので取扱説明書をご覧下さい。
ホコリなどが付くと感知しづらくな
ります。一年に一回程度よく絞った布
で汚れを拭き取ってください。

■水バケツを用意し、遊び終わった花

問合せ  余市消防署 ☎２３- ３７１１

払いながら、子供に対して火の恐ろし

海上保安大学校
海上保安学校学生募集
海上保安庁では、令和３年４月期採

火は必ず水につける。
大人がいない時や人目につきにくい場
所で発生することが多いため、発見が
遅れ、初期消火が困難になり、火災が
大きくなることがあります。
親や周りの大人が、次の点に注意を
さや防火の知識について、年齢に応じ

意する

募集内容

■子供だけを残して外出しない

インターネット受付
①８月27 日（木）
～９月７日（月）

■火災の恐ろしさ、火の取扱いについ
て教える

②７月21 日（火）
～７月30 日（木）
郵送・持参受付
①８月27 日（木）
・８月28 日（金）

○油漏れの事故について

①10 月31 日（土）
・11 月１日（日） が増加傾向にあります。
灯油等の油漏れ事故は、火災発生の
② ９ 月27 日（日）
危険性があることはもちろん、河川な

海上保安庁ホームページをご覧くだ

どに流出すると水質・環境汚染や、海

さい。
(http://www.kaiho.mlit.go.jp/

産・農作物の被害などを引き起こす可

ope/saiyou/bosyu.html)

能性があります。事故防止のため、定

申込み・問合せ

期的に点検を行いましょう。

小樽海上保安部 管理課
（☎０１３４- ２７- ６１１８）

◆家の周りで、油の臭いがしないか確
認しましょう。
◆ホームタンクが転倒しないよう、固

余市紅志高校からの
お知らせ

定状況を確認しましょう。
◆配管やゴムホースなどに腐食や亀裂

平成２５年度より「学校開放講座」 がないか確認しましょう。
を開講しています。
◆油の使用量以上に燃料ゲージの減り
今年度１回目の講座は秋野菜栽培体
は早くないか、もしくは急に給油量
験」です。ハクサイの栽培を播種から
が増えていないか確認しましょう。
収穫までを３回にわたって行います。
灯油等の油漏れに気づいた場合は早
興味や関心のある方の参加をお待ちし
急に１１９番通報してください。
ています。
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カーランツの収穫体験
ジャムやシロップにするとおいしい
カーランツの収穫体験に参加してみま
せんか？レシピもあります
日

７月１８日（土）

時

午後１時３０分～午後３時
※雨天でも開催します。
募集人数

２０名

受付期間

７月６日 ( 月 ) から
８日 ( 水 )

近年、余市町内において、ご家庭や

②７月21 日（火）
・７月22 日（水） 事業所等に設置されているホームタン
クから灯油等の油漏れ事故の発生件数
試験

受験資格・申込み方法等

時

■マッチやライターを子供の手の届く
ところに置かない

押し花サークル

７月１５日（水）
午前９時３０分～１２時
講 師 村山洋子先生
申込み・問合せ・会場
農村活性化センター
☎２３- ５５６８ FAX ２３- ２１８９
日

火遊びをしているのを見かけたら注
■子供だけでは火を取扱わせない

申込受付期間

りんごの花

た教育を行いましょう。

用の学生を募集します。
①海上保安大学校 ②海上保安学校

りんごの花押し花サークル

また、子供の火遊びによる火災は、

午前９時～１２時まで
持 ち 物

収穫用の袋

会

農村活性化センター

場

申込み・問合せ
農村活性化センター
☎２３- ５５６８ FAX ２３- ２１８９

余市消防署からの
お知らせ
花火・火遊びによる火災の防止
夏の風物詩『花火』を楽しい夏の思い
出とするためにも、次のことに十分注意
しましょう。
■気象条件を考え、風の強いときは花火
をしない
■燃えやすいものがなく、広くて安全な
場所を選ぶ
■子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ
■説明書をよく読み、注意事項を必ず守
る

= 募集・お知らせ =
児童館行事案内
沢町児童館（☎２３－５６７３）
風船バレーの会
７月 ４日(土)午後１時３０分～
七夕飾り作りの会

※両講座とも新型コロナウイルス感染
症対策としてマスクの着用と手指の消
毒にご協力願います。
申込み・問合せ ７月 17 日（金）
午後４時 45 分まで
余市紅志高校
（山本 : ☎ 23 ｰ３１９１）

７月１８日(土)
午後１時３０分～

つどいの広場

※7月14日(火)までに申込みが必
要です。
黒川児童館（☎２３－４３３８）
うちわ作りの会
７月１９日(日)午後１時３０分～
キッズルーム「あっぷる」
（☎４８－８８５０）
子育て中の親子が気軽に集える場
所として開放しています。
対象者
概ね３歳までの児童と保護者
日時 毎週月～金曜日
午前９時３０分～午後４時
※７月１日（水）と
７月３１日（金）はお休み

保育所見学を行います。
時 ７月１４日（火）
午前９時～11時
場 所
①大川保育所（大川町12丁目３）
（☎２３-６０１５）
②中央保育所（美園町43番地36）
（☎２３-２１５９）
③ほうりゅうじ保育園（沢町５丁目80）
（☎２２ｰ２４０１）
※見学希望の方は、７月１０日（金）
までに各保育所（園）までに連絡して
ください。
問合せ 子育て・健康推進課
子育て推進グループ
（☎２１-２１２２）
日

日

時
①７月２５日（土）
午前９時３０分～１１時
②８月８日（土）
午前９時３０分～１０時３０分
③１０月３日（土）
午前９時３０分～１１時
場 所 余市紅志高校 農場
定 員 １０名程度（親子での参加も
可能ですが１組として体験していただ
きます）
参加費 １，０００円
２回目は「ブルーベリー収穫とジャ
ム製造体験」です。本校果実園のブルー
ベリーを収穫し、ジャムを製造します。
興味や関心のある方、親子での参加も
お待ちしています。
日

時

８月１日（土）
午前９時３０分～１２時
場 所 余市紅志高校
農場・食品演習室
定 員 ８名程度（親子での参加も可
能ですが 1 組として体験していただき
ます）
参加費 １，０００円
持ち物 三角巾、エプロン

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
手形でうちわ作り
～手作アートでうちわを作りま
しょう～

日時 ７月１５日（水）
午前１０時～１２時
定員 ７世帯
受付 ７月２日（木）から
申込 キッズルームあっぷる
新型コロナウイルス感染症対策の
ため、あっぷるをご利用される方は、

新型コロナウイルス感染症に関連した法務大臣メッセージ
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者
等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。
法務大臣メッセージは、YouTube 法務省チャンネル
https://youtu.be/RYS00qCxo-0

をご覧ください。

法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な
差別、偏見、いじめ等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。
困った時は、一人で悩まず、相談してください。

次の事項にご理解いただきますようお
願いします。
・密集、密接を避けるため、ご利用さ
れる前に電話で利用状況の確認をお願
いします。（人数制限により、ご利用
できない場合もあります。ご了承くだ
さい。）
・発熱、咳、下痢など風邪の症状があ
る場合は、家族での健康観察をお願い
します。
・マスクの着用をお願いします。
・今まで自由参加だったわくわくタイ
ムですが、密集、密接を避けるため、
予約制にさせていただきます。
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