= 募集・お知らせ =

= 募集・お知らせ =
日

時
午前９時～午後５時

※ただし、
最終日の８月１４日
（金）
は、
午後３時で終了させていただきます。
場

所
余市町中央公民館

１階展示ホール

掲載パネル
・被爆地の状況などについて克明に記
録した写真や絵
・原爆投下の経緯と原爆の威力につい
ての解説
問合せ

企画政策課企画グループ
☎２１- ２１１７

※新型コロナウイルスの感染症の状況
により中止となる場合があります。

児童館行事案内
沢町児童館（☎２３－５６７３）
フラワープの会

( 昼の部 ) を開催します
手話を学習することを通じて、聴覚
障がい者の方々が抱えている問題を共
に考え、地域における福祉の増進を目
的に開催します。
日 時
８月２５日～１２月１日（全１３回）
毎週火曜日 午前１０時～１２時
場 所 中央公民館又は福祉センター
入舟分館
参加費 600 円 ( テキスト代として )
申込み
余市町社会福祉協議会
☎２２- ３１５６
余市手話会 中谷
☎２２- ７１２７
※過去に手話講座を経験された方の参
加も可能です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、募集人数は１５名以内とさ
せていただきます。

８月 ８日(土)午後１時３０分～

「子どもの人権１１０番」
強化週間

８月２２日(土)午前１０時～
  きます。天候により変更あり
つどいの広場
８月２６日(水)午前１０時～
黒川児童館（☎２３－４３３８）
おばけキャッチの会
８月１６日(日)午後１時３０分～
つどいの広場
８月２０日(木)午前１０時～
キッズルーム「あっぷる」
（☎４８－８８５０）
密集、密接を避ける為、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。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
※８月３１日（月）はお休み
詳細はお問い合わせください。

法務局では、子どもの人権について
の専門相談電話「子ども人権１１０番」
を設置しています。いじめや虐待など
子どもの人権に関する悩みをご相談く
ださい。
また、令和２年８月２８日（金）か
ら９月３日（木）までは、全国一斉「子
どもの人権１１０番」強化週間です。
期間中は、平日の受付時間を延長して、
土日も対応します。
子どもの人権１１０番
０１２０―００７－１１０
（全国共通・通話料無料）
受付時間
平日：午前８時３０分～午後５時１５分
（年末年始を除く）
強化週間中
８月２８日 ～ ９月３日の平日
午前８時３０分 ～ 午後７時
８月２９日（土）・３０日（日）
午前１０時 ～ 午後５時

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
～七夕飾りを作りましょう～

日時 ８月６日（木）
午前１０時～１２時
定員 ７世帯
受付 ８月３日（月）から
申込 キッズルームあっぷる
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原爆写真パネル展
「原爆と人間」を開催します

平成２年に余市町議会で決議された
「非核余市町宣言」に基づき、毎年実施
している「余市町平和を願うまち推進
事業」
の一環として、写真パネル展「原
爆と人間」を次のとおり開催いたしま
す。

各種自衛官募集

〇リチウムイオン電池からの火災に注

自衛官候補生・一般曹候補生・航空学

意しましょう

生・防衛大学校学生・防衛医科大学校

電気は、私たちの日常生活において

医学科学生・防衛医科大学校看護学科

必要不可欠なエネルギーとして社会の

学生・予備自衛官補を募集します。

隅々まで深く浸透しています。その一

● 採用上限年齢の引上げについて

方、電気や電気製品にかかわる火災は、

自衛官候補生および一般曹候補生の

増加傾向にあります。

採用年齢が１８歳以上３３歳未満に

増加傾向の内訳として携帯端末など

変更されました。

を外出先でも充電できるモバイルバッ

※応募資格等は、問合せください。

テリーなどが急速に普及し、これらに

問合せ

自衛隊札幌地方協力本部

使用されているリチウムイオン電池か

小樽地域事務所

らの火災が増えています。

☎０１３４- ２２- ５５２１

小型充電式電池が使用されている主な
製品として、携帯電話、スマートフォ
ン、モバイルバッテリー、パソコン、
デジタルカメラ、携帯型ゲーム機など
があります。
●火災を防ぐためには
製品には、電気製品が安全性を満た
していることを示す「ＰＳＥマーク」

ジャガイモ堀りの会
※掘ったジャガイモは、お持ち帰りで

余市消防署からの
お知らせ

第 30 回手話を学ぶ会

８月３日（月）
～８月１４日（金）

の表示があるため、確認しましょう。
また、モバイル機器の安全性向上に
取り組む団体（ＭＣＰＣ）が実施する
評価試験に合格した製品には「ＭＣＰ
Ｃマーク」が表示され、安全な製品を
見極める目安となります。
♢各機器を購入した時に付属されてい
る充電器やメーカー指定の物を使用し
ましょう。
♢接続部が合致するからといって、充
電電圧を確認せずに使用するのはやめ
ましょう。
♢膨張、異音、異臭などの異常が生じ
たものを使用するのはやめましょう。
♢充電が最後までできない、使用時間
が短くなった、充電中に熱くなるなど
の異常があった際には使用をやめて、
メーカーや販売店に相談してください。
♢容易に取り外せない場所にある小型
充電式電池は、無理に取り外すのはや
めましょう。

北海道警察官募集
採用予定
男性Ａ区分： １６０名程度
女性Ａ区分：
５０名程度
男性Ｂ区分： １５５名程度
女性Ｂ区分：
５５名程度
受付期間
８月２１日（金）
まで
第１次試験
９月２１日（月・祝）
第２次試験 １０月下旬から１１月下旬
問合せ 余市警察署☎２２- ０１１０

総合体育館健康教室
①ボディコンディショニング

りんごの花

②体幹バランスＵＰ

☎２３- ５５６８ FAX ２３- ２１８９

押し花サークル

簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り 日 時 ８月１９日（水）
など、全身の調子を整えます。アロマ
午前９時３０分～１２時
や健康情報も発信します。
講 師 村山洋子先生
日 時 ８月１２日・２６日（水曜日） 申込み・問合せ・会場
午後１時３０分～３時
農村活性化センター
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
８月６日・２０日・２７日（木曜日）
午後１時１５分～２時４５分

③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。
日 時
８月６日・２０日・２７日（木曜日）
午後３時～４時３０分

④基礎代謝ＵＰトレーニング

全身運動を行い、基礎代謝を上げます。
基礎代謝が上がっている状態で、ゆっく
りとした動作でトレーニングを行うと脂
肪燃焼の効果が上がり、効率よく体重減
少やサイズダウンが期待できます。
日 時
８月７日・２１日・２８日（金曜日）
北海道障害者職業能力
午後１時３０分～３時
開発校生徒募集
定 員 ５名（①～④）
北海道障害者職業能力開発校では、
（定員になり次第締め切ります）
令和２年度建築デザイン科１０月生を 参加料（使用料含む）
募集しています。
各１回
５００円（①～④）
訓練期間
２回セット
８００円（①）
令和２年１０月１６日
３回セット １，
３００円（②～④）
～令和３年３月２３日（６か月） その他
受付期間
●体育館窓口または電話で申込み。
令和２年８月１７日～９月１１日 ●健康状態（高血圧等）によりお断り
試験日
令和２年９月２４日
する場合があります。
試験内容
数学、国語、面接
●動きやすい服装・運動靴、タオル、
申込み・問合せ
飲み物は各自ご用意願います。
最寄りの公共職業安定所 ( ハロー ●ヨガマットをお持ちの方はご持参く
ワーク )、または次の連絡先までお
ださい。
問合せください。
●コロナ対策にご協力いただきます。
北海道障害者職業能力開発校
申込み・問合せ
☎ ０１２５- ５２- ２７７４
総合体育館 ☎２３- ５２１０

FAX ０１２５- ５２- ９１７７

りんごの花押し花サークル

親子でじゃがいも収穫体験
登市民農園事業の一環として本年も
「親子でじゃがいも収穫体験」を実施
いたします。果樹園に囲まれた農園で
親子そろって、じゃがいもの収穫を楽
しんでみませんか。多くの皆さんの参
加をお待ちしております。
日
時 ８月２３日（日）
午前１０時～１２時（小雨決行）
※ただし、生育状況により延期の場合
があります。
場
所 登市民農園
募集人員
親子でいも堀り体験ができる方１５
組、定員になり次第締切ります。
（子供は小学生以下となります。）
募集期間
８月１７日（月）～１９日（水）
申込み・問合せ
農村活性化センター
☎２３- ５５６８ FAX ２３- ２１８９
※参加申込み受付時間は午前９時～
１２時まで、申込み受付は１回で１
家族までとします。
その他
※汚れても良い服装で手袋・帽子・マ
スクを着用願います。
※収穫したじゃがいもはプレゼントし
ます。
※収穫物を入れる袋・箱等は、各自持
参願います。
※収穫体験を延期する場合は、担当者
より参加者へ代替日について連絡し
ます。

♢使わなくなった小型充電式電池は、
事業団体が回収するリサイクルへ出し
ましょう。
♢ごみ回収方法をよく確認し、可燃ご
みや不燃ごみなどに混ぜて廃棄するの
は、絶対にやめましょう。
掲載内容に関する詳細やご質問など
は、余市消防署までお問い合わせくだ
さい。
問合せ 余市消防署 ☎２３- ３７１１
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