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=募集・お知らせ==募集・お知らせ=

りんごの花  押し花サークル
日　時　４月１５日（水）
　　　　午前９時３０分～正午
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

採用予定
　男性Ａ区分　１２０名程度
　女性Ａ区分　　４０名程度
　男性Ｂ区分　　３５名程度
　女性Ｂ区分　　１５名程度
受付期間　　４月８日（水）まで
第 1 次試験　５月１６日（土）
第２次試験　６月中旬から７月上旬
問合せ　余市警察署
　　　　　　　　☎２２- ０１１０

食事代　高校生まで無料
　　　　おとな３００円
会　場　ワーカーズコープ後志事務所
　　　　（黒川町３丁目４０番地）
　※北海道信用金庫の斜め向かいです
　※新型コロナウイルス感染症の状況に
　　より中止となる場合があります

問合せ　ワーカーズコープ後志事務所
☎４８- ５１０６

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ

沢町児童館母親クラブは、子ども達の
健全育成と会員の健康促進を行ってい
る地域に根差したボランティア団体で
す。

黒川児童館（☎２３―４３３８）
カプラで遊ぶ会
４月１９日（日）午後１時３０分～
つどいの広場
４月２３日（木）午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
絵本の会
４月１１日（土）午後１時３０分～
つどいの広場
４月１５日（水）午前１０時～
紙ヒコーキの会
４月１８日（土）午後１時３０分～

児童館行事案内

　北海道警察官募集

母親クラブ入会のお誘い

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
　※４月３０日（木）はお休みです

場所・問合せ
　キッズルーム「あっぷる」
　　　　　　　　☎４８-８８５０

５月１２日はナイチンゲールの誕生日
にちなみ、「看護の日」と制定されて
います。“看護の心をみんなの心に”
そんな想いで、ふれあい看護体験を実
施します。ぜひ、この機会に参加して
みませんか？多数のご参加おまちして
います。
日　時　５月１３日（水）
　　　　午前１０時～午後２時３０分
場　所　余市協会病院
対　象　北後志５か町村在住の
　　　　中学生・高校生
内　容　院内見学・看護師ユニフォー
　　　　ム体験・看護体験（血圧測定・
　　　　車椅子移乗ほか）・看護ケア体験
　　　　・病院食試食体験　など
締　切　５月１日（金）
その他　新型コロナウイルス感染症の 
        状況により中止となる場合が
　　　　あります。
問合せ　余市協会病院　第 1病棟
　　　　看護部　吉田　真由美
　　　　☎　   ２３- ３１２６
　　　　FAX　２２－６４４５

  「看護の日」
　　ふれあい看護体験

児童館開館時間変更のお知らせ
（４月～９月）

　開館：午前９時
　閉館：午後５時

日　時　４月２５日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
　　　　（毎月１回、第４土曜日開催）
対　象　子どもだけでなく、地域の方
　　　　どなたでも参加できます。
※野菜やお魚、お米などの食材のご寄
　附大歓迎！

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

　農業学校受講者募集

自衛官候補生および一般曹候補生・一
般幹部候補生（一般・歯科・薬剤）・
医科・歯科幹部を募集します。
● 採用上限年齢の変更について
　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

● 住宅用火災警報器について
余市町では、平成１８年６月１日から
新築の住宅に住宅用火災警報器の設置
が義務付けられ、既存の住宅には、平
成２３年６月１日から義務付けられて
います。
適正な維持管理・点検・
　　　　　　お手入れについて
住宅用火災警報器は適切に作動するか
定期的に作動確認しましょう。
作動確認は、本体のテストボタンを押
すか、ひも付きのものは、ひもを引く
ことで行うことができます。音が鳴ら
ない場合は、電池切れか機器の故障が
考えられます。詳しくは取扱説明書を
ご確認ください。
住宅用火災警報器にホコリ等の汚れが
つくと、火災を感知しなくなる危険性
があります。
汚れが目立ったら乾いた布でふき取り
ましょう。台所に設置してある住宅用
火災警報器で油汚れがひどいものは、
せっけん水に浸した布を十分絞ってか
らふき取りましょう。
交換時期について
住宅用火災警報器の耐用年数は概ね
１０年といわれており、平成１８年の
義務設置から１４年が経過し、いざと
いう時に鳴らない住宅用火災警報器が
多く存在していることが予想されま
す。１０年を過ぎているものは、電子
部品の寿命等による故障や電池切れに
より、火災を感知できなくなる可能性
が高まるため、ご自宅の住宅用火災警
報器の設置年月を確認して、機器本体
の交換を検討しましょう。

● 火災予防運動の実施について
４月２０日から３０日まで春の全道火
災予防運動が実施されます。行事等の
開催にあたり、皆様のご理解とご協力
をお願いします。

問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

余市町民であればどなたでも入会でき
ます。ぜひ入会し一緒にパークゴルフ
を楽しみませんか？
活動内容
・ 月例大会（月１回、日頃の腕試しの
　ための大会）各種大会への参加
・ 日帰りバスツアー（道内のパークゴ
　ルフへ行き、１日パークゴルフを楽
　しむ）
・ その他（味覚祭り杯、また後志はも
　ちろん、全道各地の大会も紹介します）
入会金・その他
・ 入会金等についてはお問い合わせく    
　ださい
・希望に応じて団体保険加入もあります
・お申し込みの際はご近所の知り合いの
  会員の方に申し込まれても結構です

余市町パークゴルフ協会
　　　　　　　会員募集

今月のわくわくタイム
親子で制作
「こいのぼりを作りましょう」
日時　４月１６日（木）
　　　午前１０時～１１時

場　所　　沢町児童館
活動日　　平日の午前・午後
募集対象　地域の子育てに関心のある方
　　　　　年齢、性別は問いません
活動サークル　
・幼児サークル
　歌、手遊び、絵本の読み聞かせ、　
　誕生会、季節の行事、子育て相談等
・スポーツ＆文化系サークル
　卓球、テニポン、ミニバレー、健康
　体操等
いずれも初心者、経験者問いません。
入会は、随時受け付けています。
申込み・問合せ    沢町児童館
　　　　　　　　☎２２-５６７３

町では、広く都市住民を対象に、各種
講習会や農産加工体験学習の中で、農
業・農村に対する理解を深めていただ
くため、余市町農業学校を開設してい
ます。
期　間　５月～翌年３月
場　所　農村活性化センター
対象者　町内外の農業者以外の方
募集人員　３０名
学習内容　　　　　　

① 各種講習会等
　５月 :野菜講習会
　６月 :果樹講習会
　７月 :カーランツ収穫体験
　９月 :果樹講習会および果樹収穫体験
１０月 :野菜講習会
　３月 :果樹講習会

② 農産加工体験学習
　７月 :カーランツの加工作業体験
※各種講習会の内容についてはその都  
  度決定します。
申込み　４月３日（金）～１０日（金）
　　　　※受付　午前９時～正午   
      　※電話またはＦＡＸで申込み
　     （土日、祝日を除く）
申込み・問合せ　

　　　　農村活性化センター
　　　　　　☎　 ２３- ５５６８
　　　　　　FAX   ２３- ２１８９

申込み・問合せ　
　余市町パークゴルフ協会事務局

　事務局長　木村和彦

　　　　　　　　☎２２- ５３５４

よいちテスト （初級編） 回答

　問合せ　水産博物館　 ☎２２―６１８７

１.Ｂ：ひくい（シリパ岬は高さ 295 メートル、スカイツリーは 634 メートルです。）
２.Ｂ：約 40 ｍ（博物館が持っている記録では 43 メートルです。）
３.

４.大日本果汁株式会社　　５.斎藤選手・船木選手　
６.ふじ、おうりん、ハックナイン（ほかにも緋衣、紅玉、スターキングなど）
７.モイレ山　８.黒川小学校　９.Ｂ：余市天然水族館　10. 木：りんご、花：りんご、鳥：かもめ、魚：あゆ
11.Ａ：群来（くき）　12.会津（あいづ）　藩（はん）
13. 畚部（ふごっぺ）、出足平（でたりひら）、山碓（やまうす）、歌越（うたごし）

　　　　左上
（ニッカウヰ

イ

スキー工場）
右上

（モイレ山）
左下

（余市駅前）
右下

（シリパ岬）

●「土器じぃ」
水産博物館のマ
スコットキャク
ター。余市町で
みつかった土器
がモチーフにな
っているのじゃ


