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問合せ　キッズルームあっぷる　　
　      ☎４８-８８５０

鬼ごっこ遊びの会
２月２２日（土）　午後１時３０分～

キッズルーム「あっぷる」
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　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～正午
　　　午後：１時　　　～４時
※２月５日（水）、７日（金）午後、
　２８日(金)はお休みです。
場所　キッズルーム「あっぷる」
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若者から高齢者、初心者から経験者ま
で楽しめる「体に優しい」「高度な技
術を探求できる」三人制バドミントン
を体験してみませんか？
日　時　２月１３日（木）・１８日（火）・
　２０日（木）・２５日（火）・２７日（木）
　　　　午前１０時～１１時４５分
　※１日体験大歓迎
場　所　総合体育館
申込み・問合せ
　余市バドミントン協会（鈴木）

☎０９０- ８６３９- ４１８６

  三人制バドミントン
　 （トリプルス）講習会

児童館行事案内

黒川児童館（☎２３―４３３８）

ウノ大会
２月１６日（日）　午後１時３０分～

= 募集・お知らせ =

自衛官候補生・予備自衛官補（一般・
技能）を募集します。
● 採用上限年齢の引上げについて
　自衛官候補生および一般曹候補生の
　採用年齢が１８歳以上３３歳未満に
　変更されました。
※細部応募資格等は、問合せください。
問合せ　自衛隊札幌地方協力本部
　　　　小樽地域事務所

　　　☎０１３４- ２２- ５５２１

　各種自衛官募集

● 普通救命講習Ⅱ
救急隊の現場到着前に地域住民の適切
な応急手当が行われることは、傷病者
救命率の一層の向上につながります。
余市消防署では、いざという時のため
の「普通救命講習Ⅱ」を次のとおり開
催します。
日　　時　２月２２日（土）　
　　　　　午後１時～５時
場　　所　余市消防署 ３階講堂
募集方法　余市消防署に来署し受講　
　　　　　申請願います。
募集人員　２８名
受付期間  ２月１日（土）～１６日（日）
※締め切り前でも定員に達した場合は
　受講できない場合があります。
講習内容　心肺蘇生法（人工呼吸・胸
　　　　　骨圧迫）・止血法・異物除
　　　　　去法・ＡＥＤ（電気ショッ
　　　　　ク）の取扱い講習。

● 消防署からお礼
冬期間は降雪や除雪車が除けた排雪な
どで消火栓や標識が雪に埋もれてしま
う場合があります。消防職員や消防団
員により除雪作業を行っております
が、除雪作業は手分けをしても数日か
かってしまいます。
「地域の安全は地域で守る」という基
本的な理念から、消火栓付近の除雪に
ご協力いただき感謝を申し上げます。

問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

日　時　２月２２日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
　　　　（毎月１回、第４土曜日開催）
食事代　高校生まで無料
　　　　おとな３００円
※野菜やお魚、お米などの食材のご寄
　附大歓迎です！
場所・問合せ
　ワーカーズコープ後志事務所
　（黒川町３丁目４０番地）

☎４８- ５１０６

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
おひなさま作りの会
２月　８日（土）午後１時３０分～
※２月５日（水）までに申し込み

  余市ライオンズクラブ
  　　　　からのお願い

= 募集・お知らせ =

今月のわくわくタイム
親子で制作
「おひなさまを作りましょう」
日時　２月１９日（水）
　　　午前１０時～１１時

問 合 せ　余市ライオンズクラブ
　　　　　午前１０時~午後３時
　　　   ☎２２-５３５１（彫谷）

つどいの広場
保育所見学を行います。
日時　２月１８日（火）　　　
　　　午前９時～１１時まで
場所　●大川保育所
　　　（大川町１２丁目３番地）
　　　　☎２３-６０１５
　　　●中央保育所
　　　（美園町４３番地３６）
　　　　☎２２-２１５９
　　　●ほうりゅうじ保育園
　　　（沢町５丁目８０番地）
　　　　☎２２-２４０１
※ 見 学 希 望 の 方 は 、 ２ 月 １ ４ 日     
　（金）までに各保育所（園）に連絡
　してください。

● ヘアドネーションにご協力を
「ヘアドネーション」とは主に小児が
んの治療などの原因で髪の毛を失い
ウィッグ (かつら )を必要としている
子供たちに医療用ウィッグの原料とな
る毛髪を間接的に提供することです。
２種類の髪の寄付にご協力をお願いし
ます。
■３１ｃｍ以上の毛髪
■１６ｃｍ～３０ｃｍの毛髪
※準備が必要なため、事前にご連絡
　ください。

後志管内でさくらます船釣りを行うに
はライセンスの取得が必要です。
実施期間　３月１日から５月１５日
取得対象者　遊漁船業者、プレジャー
　ボート所有者および漁業者で期間中
　船釣りにより「さくらます」を採捕
　（釣り）される方
採捕制限　日の出から日没まで、１人
　１日１０尾以内（漁業者除く）
申請期間　原則として２月７日 
問合せ　後志管内さくらます船釣り　
　　　ライセンス制実行協議会事務局
　　　（小樽市漁業協同組合内）

☎   ０１３４- ２２- ５１３３
FAX ０１３４- ２２- ５１７３

さくらます船釣りは
　　ライセンス制です

①体幹バランスＵＰ
体幹バランスを整え、姿勢の矯正、負
荷に強い身体づくりを目指します。
日　時　２月６日・１３日・２０日
　　　　・２７日（木曜日）
　　　　午後１時１５分～２時４５分

②こころと身体を整えるヨガ
初心者向けのやさしいヨガレッスン
で、リラックスした状態での呼吸から
の動きで心・身体のバランスを整えま
す。枠
日　時　２月６日・１３日・２０日　
　　　　・２７日（木曜日）
　　　　午後３時～４時３０分

③筋力ＵＰトレーニング
スクワットなどの下半身運動から、腹筋
などの上半身の運動まで、全身を満遍な
く動かし、基礎代謝を上げます。筋肉に
刺激を与え、基礎的な筋力を上げること
で疲れづらい身体を目指します。
日　時　２月７日・１４日・２１日　
　　　　・２８日（金曜日）
　　　　午後１時３０分～３時

定　員　５名（①～③）
　　　　 （定員になり次第締切り）
参加料（使用料を含む）
　各１回　　  　５００円（①～③）
　４回セット  １，８００円（①～③）
その他　
●傷害保険は各自で加入。
●体育館窓口または電話で申込み。
●健康状態（高血圧等）によりお断り
　する場合があります。
●動きやすい服装・運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意願います。
●ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい。
申込み・問合せ

　総合体育館　☎２３- ５２１０

　総合体育館健康教室

日　時　２月７日（金）
　　　　午後２時～３時
会　場　余市宇宙記念館
対　象　どなたでも参加できます
　　　　（定員３０名）
参加費　無料
内　容　ヤフー（株）の講師が分かり
　　　　やすく説明します。
　◎スマートフォンの特徴　
　・種類は２種類
　　(iPhone と Android)
　・電話、インターネットに接続できる
　◎インターネットの便利な使い方　
　・アプリのダウンロード方法
　・よく使われているアプリの紹介　
　(ポータル、情報収集、地図、天気、
　 災害・防災、乗換、SNS、決済など )
　◎インターネット使用の際の注意点
　◎質問コーナー
その他　申し込み不要です。
　　　　当日直接会場へどうぞ。
　　　　スマートフォンをお持ちの方
　　　　はご持参ください。
問合せ　

企画政策課　☎２１- ２１１７

　初心者にもわかりやす
　い！スマートフォンの
　便利な使い方セミナー

北海道森林管理局では、令和２・３年
度の国有林野の管理経営に関するモニ
ターを募集しています。詳細は、北海
道森林管理局ホームページをご覧いた
だくか担当までお問合せください。
Ｈ　Ｐ　https://www.rinya.maff.go.jp/

　　hokkaido/press/ kikaku/191129.html

問合せ　北海道森林管理局 企画課
☎   ０１１- ６２２- ５２２８

　国有林モニター募集

よいち水産博物館がある「モイレ山」
の植物、モイレ山の歴史、モイレ海岸
の生き物について楽しくお話します。
難しい講演会は苦手…モイレ山ってど
こ？植物や生き物について詳しくはな
いけどもっと知りたい！という方のご
参加をお待ちしています。
日　時　２月２２日（土）
　　　　午後６時３０分～８時まで
場　所　図書館 ２階視聴覚室
講　師　鳥澤哲子さん他
対象・定員　小学校高学年～大人
　　　　２０名程度（小学生は保護者
　　　　同伴でお越しください）
申込み　事前予約なしでも参加可能で
　　　　すが、前日までにご連絡頂い
　　　　た方全員にプチ予約特典をご
　　　　用意しています。
問合せ　よいち水産博物館
　　　　平日午前９時～午後５時まで
　　　☎２２- ６１８７

　文化財はじめまして
「　「ぎんどろ研究室」

日頃の運動不足やストレス解消のため
に３Ｂ体操を体験しませんか？
３Ｂ体操は、リズムに合わせてスト
レッチや、やさしい筋力アップ体操、
レクリエーションを取り入れた脳トレ
など、楽しく誰にでもできる運動です。
今回の体験会で、続けたい仲間が集
まったら教室を開催します！
ご近所さんやお友達と誘い合って、気
軽にお越しください。みなさんの参加
をお待ちしています。
日　時　２月５日（水）
　　　　午前１０時３０分～正午
場　所　総合体育館 １階研修室
持ち物　動きやすい服装と運動靴、
　　　　飲み物
申込み・問合せ
　　　　日本３Ｂ体操協会公認指導者
　　　　（清水）
　　　☎０８０- ５８３５- ４３１５

　３Ｂ（さんびぃ）体操
「　　　　　無料講習会

● その他
古切手、中古めがね、緊急災害支援タ
オルの収集にもご協力をお願いしま
す。

● こどものみらい古本募金
「こどものみらい古本募金」とは本を
使った子供の未来応援基金への寄付活
動です。「学びの機会」や「衣食住」
が十分でない子供達を支援するＮＰＯ
など民間団体を応援するために読み終
えた本を提供して、貧困の状況にある
子どもが貧困の連鎖から抜けだせる為
の募金活動です。古本寄付にご協力を
お願いします。
■バーコードとＩＳＢＮ（＝国際標準
　図書番号）が入った書籍
■５冊以上でお願いします。
■古書、マンガ雑誌等取り扱えない　
　本もあります。


