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りんごの花  押し花サークル
日時　１０月２１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

自衛官候補生（男子・女子）、貸費学生、
医科・歯科幹部を募集します。
● 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

農村活性化センター
　　　からのお知らせ

　各種自衛官募集

　薄暮時間帯（夕方の薄暗い時間帯）に
は、事故が増加する傾向にあります。実
は、薄暮時間帯は、目の細胞の働きによっ
て見る能力が落ちてしまうのです。
　目の細胞には、
・錐体（すいたい）細胞
　…明るい場所で働き色を認識する細胞
・桿体（かんたい）細胞
　…暗い場所で働きわずかな光でも感知
する細胞があります。
　薄暮時間帯は、どちらの細胞も働きが
低下してしまうので、見る能力が落ちて
しまうのです。
　ですから、昼間の明るい時間帯と同じ
つもりで目の能力が落ちている事に気づ
かずに、薄暗い時間に通行していると、
車や人の発見が遅れてしまい、事故の危
険性が高まってしまうのです。
　そこで、まずは、自分が
・薄暮時間帯は、目の能力が低下してい
るから、いつもより気をつけよう
・相手は、自分を見つけていないかも

余市警察署からのお知らせ

〇消火器の適切な維持・管理について
・消火器が風雨にさらされる場所や湿
　潤な場所などに設置されていないか
　を確認すること。
・腐食が進んでいる消火器は、絶対に
　使用しないこと。
・消火器は放射・解体等の廃棄処理を
　自ら行わないこと。
・不要になった消火器は、回収を行っ
　ている事業者に廃棄処理を依頼して
　ください。
〇住宅用火災警報器を設置しましょう
　住宅用火災警報器の設置が義務と
なっています。まだ設置されていない
ご家庭は、設置するようお願いします。
〇住宅用火災警報器が鳴動した時の対
処法
[ 火災の時 ]
・周りに大声で知らせましょう。

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

余市紅志高等学校
　　学校説明会のご案内

　余市町中央公民館にて余市紅志高等
学校の説明会を開催します。詳しくは
本校ＨＰに掲載しております。この機
会に地域の方々にも説明会にご来場い
ただき、余市紅志高等学校についてご
案内させていただきたいと思います。
　また、中学生、保護者の皆様には中
学校を通じて案内を配布いたします。
学校説明会
　「総合学科で学ぶ」
　「余市紅志高校の学校生活」
日時　
　１０月１７日（土）
　午前１０時～１１時
　　　　　　　　（受付９時４５分～）
場所
　余市町中央公民館３０１・３０２号室
申込
　１０月１２日（月）までに電話また
はメールにてお名前・参加人数・代表
者の連絡先（万一、開催の変更等があっ
た場合に使用します）をお知らせくだ
さい。
問合せ
　余市紅志高等学校　担当：教頭　山本
☎２３－３１９１
Ｅメール
　yoichikoshi-z1@hokkaido-c.ed.jp

・１１９番通報し、避難しましょう。
・可能なら初期消火をしましょう。
[火災ではない時 ]
・住宅用火災警報器本体から下がって
　いるヒモを引く、あるいは警報音停止
　ボタンを押しましょう。
・調理等で室内に煙が充満している場合
　は換気をしましょう。
・機器によっては電池が切れそうになっ
　た際に警報音が鳴る場合があります。
〇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ましょう。
…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い説明書をご覧
　ください。
・日頃のお手入れについて。
…汚れやホコリが付着している場合は、
　中性洗剤に浸して十分に絞った布で、
　軽く拭き取ってください。
〇悪質な訪問販売等にご注意
・消防署が直接住宅用火災警報器や消火
　器を訪問販売したり、特定の業者に商
　品の斡旋をし、販売を依頼することは
　ありません。
　なお、ご質問などは、余市消防署予防
係までお問い合わせください。
問合せ 
　　余市消防署 ☎２３-３７１１

余市紅志高等学校
　学校開放講座のご案内

　余市紅志高校では平成２５年度より
「学校開放講座」を開講しています。
今年度最後の講座は「プルーン収穫と
ジャム製造体験」です。本校果樹園の
プルーンを収穫し、とれたてプルーン
で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お
ります。

開講日
　１０月１０日（土）
　　午前９時３０分～１２時
会場
　余市紅志高等学校
　　　　　　　　農場・食品演習室
定員　８名程度
（ご家族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

申込み
　１０月７日（水）　
　　　　　　　　１６時４５分まで
持ち物　エプロン・三角巾
※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
　余市紅志高等学校　担当：農業科　山本
☎２３－３１９１

=募集・お知らせ=
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日　時　１０月２４日 (土 )
場　所　余市養護学校
その他
今年度は新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止のため、本校児童生徒
の家族のみの参観とさせていただき

余市養護学校
学習発表会開催のお知らせ

特設行政相談会
　　　開催のお知らせ

　行政 ( 国道・年金・河川・郵便等 )
に関する苦情やご意見・ご要望等をお
聞きします。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
なお、相談は行政相談会以外でも随時
受け付けています。お気軽に行政相談
委員にご相談ください。
　行政相談委員は、あなたと行政を結
ぶパイプ役です。
日時・会場
　１０月２２日 (木 )午後１時～３時
　　　　　　　中央公民館 (大川町 )
余市町の行政相談委員
◎平岩　聖司　さん
(富沢町２丁目２１番地 )
　　　　　　　　　☎２３－４６１３
◎松原　千鶴子　さん
（梅川町８１７番地）
　　　　　　　　☎２２－５７９０
※総務省行政相談センター「きくみみ
函館」でも、常時、相談を受け付けて
おります。
「行政苦情１１０番」
☎０５７０－０９０－１１０

沢町児童館（☎２３－５６７３）
バドミントンの会
１０月１０日(土)午後１時３０分～
ハロウィン飾り作りの会
１０月２４日(土)午後１時３０分～
２１日（水）までに申し込みください。
＊冬期開館時間変更のお知らせ
（１０月～３月）
開館…午前９時　
閉館…午後４時３０分

児童館行事案内

キッズルーム「あっぷる」
　　　　 （☎４８－８８５０）
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
　※１０月２日(金)は午後お休み
　　１０月２０日(火)、３０日(金)は
　　お休みです。
　　詳細はお問い合わせください。

黒川児童館（☎２３－４３３８）
風船バレーの会
１０月１８日（日）午後１時３０分～

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
 カラービニールでハロウィン衣装作り
今月は、衣装を着て写真撮影ができ
ます。
日時　１０月２１日（水）
　　　午前１０時～１２時
定員　７世帯
受付　１０月５日（月）から
申込　キッズルームあっぷる
その他
● 密集、密接を避け予約制とさ
　せていただきます。
● 定員になり次第締め切りとさせて
　いただきます。ご了承ください。

キッズルームあっぷるで毎月１回身
体測定が出来る事になりました。
「ぐんぐんの日」
日時　１０月６日 (火 )
　　　午前９時３０分～午後１２時
　　　午後１３時　　～午後１６時
持ち物　母子手帳
その他
● 身長計、体重計を準備しています。
お気軽に身体測定に来てください。

よいスポからの
　　　　　お知らせ

スポーツの秋、楽しく運動して汗を流
しませんか？
・ＹＳＰトレーニング
内　　容
　ストレッチや筋トレやフローヨガ
日　　時
　　毎週水曜日午前９時３０分
　　　　　　　　　～１１時頃まで
場　　所　誠諦寺フリースペース
参加対象　成人一般
・ダンス＆トレーニング
内　　容
　音楽に合わせてストレッチや簡単な
ストリートダンス振付けなど
講　　師
　studio　ＦＬＡＳＨ　yuki 先生
日　　時
　　月３回木曜日
　　　午後７時～８時頃まで
場　　所
　ダンスパブ　パレス（駅前交番側）
参加対象　子ども～大人まで
※参加料など詳細につきましては、問
合せください。
問合せ
ＮＰＯ法人よいスポ事務局
　　　　　　　☎４８－５８６７

しれないから、自分を守るためにも
いつもより気をつけよう
と、注意して安全確認する事も大事
です。
　また、運転手の方は、
　　・早めのライト点灯
　　・歩行者に十分注意
　　・油断せず、速度を落として慎重
　　　に運転
　歩行者の方は、
　　・夜光反射材を身につける
　　・無理な横断はしない
　　・横断歩道を渡るようにする
などをして、相手を見つけやすいよう
に、相手から見つけてもらいやすいよ
うにする事も事故防止に繋がります。
　歩行者も、運転手も、相手の事を考
えた思いやりのある通行をして、事故
防止につとめましょう。
問合せ
　余市警察署　☎２２－０１１０

ます。また、高等部祭については、別日
程、高等部の家族のみの公開とさせてい
ただくことも合わせてお知らせいたしま
す。ご理解のほど、よろしくお願いいた
します。

つどいの広場の
　　　　　　お知らせ

＊保育所見学を行います。
日時　令和２年１０月１３日（火）
　　　午前９時～１１時
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、１０月９日（金）ま
でに各保育所（園）に連絡してください。

=募集・お知らせ=


