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※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます

　子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）文部科学大臣表彰とは、広く子供の読書活動についての関心と理解
を深めるとともに、子供が積極的に読書活動を行う意欲を高める活動を推進するため、特色ある優れた実践を行っている
学校、図書館、団体、個人に対して表彰を行うものです。図書館部門では、全国で４６館が表彰されました。

●写真　余市町図書館、「おはなしかい」と「一日司書」の様子　※おはなしかいは撮影時のみマスクを外しています。

図書館が「子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）文部科学大臣表彰」を受けました図書館が「子供の読書活動優秀実践校・図書館・団体（個人）文部科学大臣表彰」を受けました



　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１－２１２０　小樽年金事務所国民年金課　☎０１３４－２３－４２３６

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする
国民年金保険料免除について

　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置として、
国民年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っています。詳細につきましては次の連絡先までお問い合わせ
ください。

第１号被保険者

第３号被保険者

第２号被保険者

・・・農業・自営業者およびその配偶者、学生等の方

・・・第２号被保険者に扶養されている配偶者（収入要件有）

・・・被用者年金制度（厚生年金保険・共済組合等）に加入されている方

事　　　　　　由 種別の変更 届出先
　２０歳になったとき
　（被用者年金制度の被保険者等は除く） １号

余市町役場
　会社を退職したとき（扶養されている配偶者） ２号→１号（３号→１号）

　収入増により、配偶者の扶養から外れたとき ３号→１号

　海外からの転入により、日本国内に住所を有す
　るようになったとき １号

　結婚し、会社員である配偶者の扶養となったとき １号または２号→３号 配偶者の勤め先　　　

　配偶者の勤め先が変わったとき ３号→３号 配偶者の新たな勤め先

※届出の際は、年金手帳、印かんをお持ちください。

◎このようなときは、必ず届出をしてください。

年

金

加

入

者

事　　　　　　由 必要なもの 届出先

年金受給者 年金の受取口座を変えるとき ・年金証書
・受取を希望する口座の預金通帳 余市町役場

◎年金を受け取っている方も、このような場合には届出が必要になります。

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０

　国内に住所がある２０歳以上６０歳未満の方は、必ず国民年金に加入しなければなりません。なお、国民年
金は次の３つの種別からなり、仕事を退職した場合などに届出が必要となります。

国民年金のお知らせ～年金の届出を忘れていませんか？～

　余市駅周辺が車両通行止めとなります。
　露店出店するにあたり、路上駐車や車両放置が多
くなることが予想されます。近隣住民の迷惑のみな
らず、交通事故の原因にもなりますので、違法駐車
をしないようご協力をお願いします。
　また、国道や周辺町道等の混雑が予想されますの
で、交通事故には十分にご注意ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、出店が
中止になる場合がありますので、ご承知おきください。

国道５号

Ｊ　Ｒ
余市駅

町営駐車場 バスレーン

車両通行止区間

町道大川町停車場線
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6 月　9 日（木）午前 10 時　から

　露店出店に伴い、

　   11 日（土）午後 11 時　まで

露店出店に伴う交通規制のご案内

　問合せ　総務課 総務グループ　 ☎２１－２１１１　
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　町内の登録介護施設などでボランティア活動（施設利用者の囲碁や将棋の相手、入浴後の整容、
職員の補助的な作業など）を行うと、ポイントが付き、たまったポイントを換金できる「余市
町介護支援ボランティアポイント事業」を行っています。
　本年度の新規登録者研修会を次のとおり行います。
　町内在住の６５歳以上の方 ( 要支援・要介護認定を受けている方は除く ) が対象となります。
興味のある方は、お気軽にお電話でお問い合わせください。

■日　時　６月２４日 (金 )　①１０：３０～１１：３０
　　　　　　　　　　　　　  ②１３：３０～１４：３０
■場　所　福祉センター入舟分館 (入舟町４００)
■定　員　①、②とも１５名 (先着順 )
※新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、会場の人数制限があるため、定員になり次第締
　め切らせていただきます。
■持ち物　筆記用具
■申込期限　６月１７日 (金 )
■その他　当日はマスク着用でご参加願います。登録希望者の方は当日、写真撮影を行います。

介護支援ボランティアをはじめませんか？

　問合せ・申込み　余市町社会福祉協議会　☎２２－３１５６　　　

臨時特別給付金の申請はお済みですか

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金を給付します。

●対象となる世帯
①住民税非課税世帯
　基準日（令和３年１２月１０日）において余市町に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分の住民税均等
　割が非課税である世帯（基準日において生活保護を受給している世帯を含む）
②家計急変世帯
　①以外の世帯のうち、令和３年１月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の
　世帯と同様（非課税相当）の事情にあると認められる世帯
　※①、②ともに住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。

●給付額　１世帯あたり１０万円（口座振込により支給）　※１世帯１回限り
※再度支給されるものではないため、令和４年２月以降に給付を受けた世帯は対象外です。

●申請方法　
①住民税非課税世帯：対象の世帯に向けて既に送付しております「確認書」の内容をご確認いただき、必要
　　　　　　　　　　書類を添付のうえ提出してください。
　　　　　　　　　　※「確認書」を紛失された世帯の方は福祉課までご連絡ください。
②家計急変世帯：９月３０日（金）まで（当日消印有効）
　　　　　　　　「申請書」、「簡易な収入 ( 所得 ) 見込額の申立書」および次の必要書類を添付のうえ提出し
　　　　　　　　てください。
　　　　　　　　○本人確認書類（免許証、マイナンバーカード等）　○通帳等の写し
　　　　　　　　○収入がわかる書類の写し（給与明細書、年金振込通知書等）
　　※各様式は町ホームページからダウンロードできます。なお、国の支給要綱の改正により必要書類が変更
　　　となる場合がありますので、申請される方は事前に福祉課に問合せ願います。

【詳細は町ホームページをご覧ください。また、ご不明な点がありましたら、福祉課に問合せ願います】

　問合せ　福祉課 福祉グループ　 ☎２１―２１２０　

～本給付金を装った不審な電話や郵便にはご注意ください！！～
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児童手当についてのお知らせ

新ＡＬＴ（外国語指導助手）来町！

　現在、本町では３名のＡＬＴが活躍していますが、４月から新ＡＬＴとしてホー
クスリー・ルーシーさんが各小学校で勤務しています。
ルーシーさんは英国ベクスリーヒースの出身で現在２４歳です。
　英国のシェフィールド大学を卒業し、大学在学中は日本語を専攻しており、京
都府の同志社大学への留学経験もあります。
　趣味は、読書や手芸・工芸をすることで、本町で勤務する間は、日本語を勉強
したり、余市町の海で水泳をすることを楽しみにしているそうです。
　学校での授業はもちろん、国際交流等での活躍も期待されます。
　町で見かけた方はどうぞ声をかけてあげてください。

　問合せ　学校教育課　学校教育グループ　☎２１－２１３８　　　

【児童手当の所得制限限度額及び特例給付の所得上限限度額】

扶養親族等の数 　児童手当
　所得（収入）制限限度額（万円）

　特例給付
　所得（収入）制限限度額（万円）

０人 ６２２（８３３．３） ８５８（１，０７１）
１人 ６６０（８７５．６） ８９６（１，１２４）
２人 ６９８（９１７．８） ９３４（１，２００）
３人 ７３６（９６０） ９７２（１，２００）
４人 ７７４（１，００２） １，０１０（１，２３８）
５人 ８１２（１，０４２） １，０４８（１，２７６）

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族（里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除
きます。）並びに扶養親族等でない児童で前年の１２月３１日において生計を維持していたものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、１人につき３８万円（扶養親族等が同一生計配偶者（７０歳以上のもの
に限ります。）又は老人扶養親族であるときは（４４万円）を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を
控除したあとの所得額で所得制限を確認します。

　「児童手当の現況届」は、年に１回、児童手当を受給しているすべての方に提出いただいておりましたが、
令和４年度から原則提出不要となりました。（公務員の方は職場にお問い合わせください）
　ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

　

１．離婚協議中で配偶者と別居中の方
２．配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
３．支給要件児童の住民票がない方
４．法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
５．その他、町から現況届の提出の案内があった方

　令和４年６月分（令和４年１０月期支給分）から、特例給付に対して所得上限が設けられます。令和３
年分所得が上限（下記表右側）を超過している方については、特例給付の受給資格が消滅します。
　受給資格が消滅した方に対しては、１０月上旬に書面で通知します。

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　　　　　　 ☎２１―２１２２

②特例給付に所得上限が設けられます

　現況届の提出が必要な方には、必要書類を送付いたしますので、期限まで（６月中）に提出してください。
提出がない場合は、６月分以降の児童手当（１０月期支給分）の支給時期が遅れる可能性がありますので、対
象の方は忘れずに提出してください。

①現況届の提出が原則不要になります
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   対象：平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生のお子さま
　教育委員会では、毎年、次年度小学校へ入学するお子さまを対象に、知能検査・ことばの検査を実施してい
ます。本年度は次の日程で実施します。
　この検査は入学前後の適切な教育指導のために行うものなので、保護者の方は必ずお子さまに受けさせてく
ださい。なお、対象となるお子さまの保護者様へ６月中旬に別途郵便にてお知らせします。
　また、１０月に健康診断を実施しますので、その際は改めてご連絡します。

令和５年度就学時知能検査等の実施について

　問合せ　学校教育課　学校教育グループ　☎２１－２１３８　　　

日程表
学校区 実施日 場所 時間帯

　大川小学校区 　７月　４日（月） 　中央公民館
詳細な時間につきましては、
後日送付する文書をご確認
ください。

　沢町小学校区 　７月１１日（月） 　福祉センター
　黒川小学校区 　７月２１日（木） 　中央公民館

※　やむを得ない理由で指定された日に受けられない場合は、上記日程内で変更も可能ですので、事前に教育
　  委員会までご連絡ください。
※　学校区については、別途送付している文書をご確認願います。
※　新型コロナウイルス感染症の感染状況により、急遽日程・場所等が変更となる場合がございます。

みんなで学ぼう !! 認知症

　問合せ　保険課 介護認定グループ  　　☎２１－２１１９

認知症カフェとは
 認知症カフェ ( オレンジカフェ ) とは、認知症の方と介護者である家族はもちろん、地域の住民や介護・
医療に携わる方など、大人から子どもまで誰もが集える場所です。認知症カフェでは、参加者同士で世間話
や悩みの共有などをすることで交流をはかることができます。また専門家に相談をすることで、今まで知ら
なかった介護サービスなども知ることができます。認知症の診断を受けていなくても「認知症かも？」と悩
んでいる方も利用できますので、余市町で暮らす皆様にとって認知症カフェは「自分が認知症になったとき」
に安心して利用できる場の 1つとなっています。

認知症カフェの役割・目的

認知症の人

交流の場
不安の軽減・心のよりどころ

家族・介護者

家族同士の情報交換
専門家との出会い

地域住民

認知症の理解が深まる
偏見の解消

※運営方針により活動プログラムは異なります。

　６月３０日 (木 )は中央公民館、
　７月４日 (月 )は福祉センターで
　認知症カフェを開催します！
　皆様、ぜひご参加ください！

　問合せ・申し込み先
　余市町社会福祉協議会　　　
　　☎２２- ３１５６

相談場所も充実◎
余市町役場民生部　　保険課 ☎２１-２１１９　子育て・健康推進課  ☎２１-２１２２
余市町地域包括支援センター　　　　☎４８-６０１５
余市町在宅介護支援センターかるな　☎２２-３１１５
余市町認知症の人を支える家族の会 (社協内 )　☎２２-３１５６
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並行在来線（長万部・小樽間）のバス転換が決まりました
　現在、ＪＲ北海道が運行している函館線のうち、北海道新幹線が札幌まで延伸した際に新幹線と並行して運
行される在来線の区間（函館・小樽間）は、沿線自治体の同意を得たうえで経営分離することになっているた
め、沿線自治体は北海道の更なる発展のため、平成２４年にＪＲ北海道の経営分離に同意しました。
　また、経営分離後の地域交通の協議のため、函館・小樽間の沿線１５自治体と北海道で「北海道新幹線並行
在来線対策協議会」を設置し、本町は、長万部・小樽間の沿線９自治体と北海道で構成する後志ブロック会議
で協議を進めてきました。
　本町では、小樽・札幌方面の通勤・通学が多く、鉄道は町民生活に欠くことのできない交通手段となってい
ます。また、余市・小樽間は鉄道の特性が発揮できるといわれている輸送密度２，０００人を超えており、大
量輸送を迅速に行うには鉄道が有利であり、鉄道存続の立場で協議を重ねてきました。
　後志ブロック会議では、長万部町から仁木町までの沿線自治体は「バス方式」の方向性を示し、「長万部・
余市間」はバス転換が決定しました。「余市・小樽間」については小樽市、余市町、北海道の３者で個別に協
議を進めてきましたが、
　鉄道存続にあたっては、
　・巨額な初期投資や将来にわたり多額の運行経費が見込まれること
　・沿線人口の減少、観光入込客数の増加や多駅化・多頻度化、あらゆる手立てを講　じたとしても大幅な収
　　支改善は見込めないこと
　・鉄道の運行経費の国の支援制度がないこと
　・災害時における貨物の代替ルートとしての活用が見込めないこと
　・鉄道を廃止した場合の施設撤去費や災害発生時の復旧費といった潜在的なリスクなどを考慮すると、将来
　　にわたって、小樽市、余市町、北海道の３者で鉄道を運行することは困難であること
　バス運行にあたっては、
　・バスダイヤの改正や増便などにより、利用の集中する時間帯を含め、現在鉄道を利用している方の移動に
　　ついても確保できる見通しであること
　「鉄道方式」、「バス方式」のそれぞれの利便性や地域負担等を比較し、未来志向で総合的に判断した結果、今後、
バスを中心とした新たな交通ネットワークの構築に向けて、３者で検討を進めていくことで合意し、後志ブロッ
ク会議において、「長万部・小樽間」はバス転換とすることが確認されました。
　今後は、バスを中心とした新たな交通ネットワークの構築に向けて、北海道、沿線自治体、バス事業者等と
しっかりと協議していきます。

　

（新ルート案）塩谷・最上経由ルート

最上トンネル
（整備中）

余
市
駅 ＪＲ ３２～４２分

【現 状】余市から小樽未来創造高校・小樽潮陵高校への所要時間

余
市

新バスルート（塩谷・最上経由ルート） 【18.9km】

３０～３５分程度

【塩谷・最上経由ルート】余市から小樽未来創造高校・小樽潮陵高校への所要時間

小
樽
駅
前

最上町
仲通

バス（高速よいち号） ４８分

徒歩

３分

徒歩

３分

※国土地理院地図を加工して作成

文文文

最上町仲通

小樽未来創造高校
北照高校

メリット

余市から、小樽市内の各高校（北照高校、小樽未来創造高校、小樽明峰高校、小樽水産高校）付近に
バス１本で行ける。
余市から各高校へ向かう場合、小樽市街地を避けられるので、高い定時性が期待される。
既存バス路線がない塩谷駅付近から小樽駅等にバス１本で行ける。
小樽環状線の最上トンネルが整備中であり、完成後は隘路区間が解消される。

デメリット 需要が少ない山間部を通り、通学時間帯以外は需要が少ないことが想定される。

文

文

双葉高校

小
樽
駅

南小樽駅

ＪＲ

２０～２５分

小樽未来
創造高校

小樽
潮陵高校

徒歩７分
奥沢口

バス（最上線）

１０分

徒歩１５分

最上町
仲通

小樽未来
創造高校

小樽
潮陵高校

新バスルート（塩谷・最上経由ルート） 【22.3km】

４０～５０分程度

龍徳寺
前

徒歩

５分

龍徳寺前

小樽潮陵高校

小樽明峰高校

乗り継ぎ

１０～１５分
ＪＲ ４５～５０分

ＪＲ ５０～６０分
バス ５５分

４５～５５分

３５～４０分

文
小樽水産高校

利便性を高める新ルートの検討（余市～塩谷～小樽市内の高校）※第10回後志ブロック会議資料より抜粋
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　問合せ　企画政策課　企画グループ　 ☎２１―２１１７

平成２４年　沿線自治体が経営分離に同意、北海道新幹線札幌延伸正式決定
　　　　　　北海道新幹線並行在来線対策協議会を設置し、協議を開始
　
平成２４年～平成２８年　第１回～第５回後志ブロック会議
　　　・函館線（函館 -小樽間）の旅客流動調査、将来需要予測調査分析
　　　・先行県の並行在来線の状況、国の支援制度確認
　　　・開業５年前程度で方向性決定を想定

令和元年　第６回後志ブロック会議
　　　・会議資料としてＪＲ北海道より、長万部 - 小樽間の輸送密度等の情報、今後２０年間の大規模修繕・
　　　　更新費試算の情報提供あり
　　　・余市町長がＪＲ北海道に対し、黒字となる利用者数について質問、「２，０００人以上が鉄道の特性が
　　　　発揮できる線区」との回答あり
　　　・開業５年前を待たず協議会として方向性を決定していく旨確認

令和２年～令和３年　第７回～第１０回後志ブロック会議
　　　・旅客流動調査、将来需要予測、収支予測調査結果公表
　　　・収支改善策やバスルート等について検討、結果公表
　　　・次回の後志ブロック会議で各沿線自治体の方向性を確認

令和３年１１月１９日　並行在来線に関する住民説明会開催（３９名参加）

令和３年１２月２７日　第１１回後志ブロック会議
　　　・関係機関からの情報提供
　　　　①国土交通省：経営分離後の鉄道経費への支援制度はない
　　　　②ＪＲ北海道：経営分離を見直す考えはない
　　　　③Ｊ Ｒ 貨 物：災害時の代替ルートとして函館線（長万部・小樽間）を活用することは現状では課題
　　　　　　　　　　　が多い。運行区間の折り返し運転と代行トラック等の組み合わせを優先的に検討する
　　　　④北海道中央バス：多客時間帯のダイヤを工夫することでバスでの代替輸送は可能
　　　・沿線自治体の方向性
　　　　①長万部町：「バス方式」
　　　　②黒松内町：保留
　　　　③蘭  越  町：保留
　　　　④ニセコ町：保留
　　　　⑤倶知安町：「バス方式」
　　　　⑥共  和  町：「バス方式」　　　　　　　　　　　　　　
　　　　⑦仁  木  町：「バス方式」
　　　　⑧余  市  町：余市小樽間「鉄道方式」
　　　　⑨小  樽  市：保留
令和４年２月３日　第１２回後志ブロック会議
　　　・沿線自治体（前回保留）の方向性
　　　　②黒松内町：「バス方式」
　　　　③蘭  越  町：「バス方式」
　　　　④ニセコ町：「バス方式」
　　　　⑨小  樽  市：保留
　　　　　⇒長万部・余市間のバス転換の方向性が決定、余市・小樽間は個別協議

令和４年３月２６日　余市・小樽間個別協議（小樽市・余市町・北海道）
　　　　余市・小樽間について、「バス方式」の方向性で合意

令和４年３月２７日　第１３回後志ブロック会議
　　　　⇒長万部・小樽間のバス転換の方向性決定

【並行在来線（長万部・小樽間）の方向性決定までの主な検討経過】
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道営住宅入居者募集案内

募集住宅一覧
団地名 住所 戸数 間取り 募集区分 駐車場

であえーるまほろば
第一団地Ｂ棟　

余市町黒川町
17 丁目 13 1 戸 ２ＬＤＫ（１階） 子育て 3,060 円／月

申込書の配布・受付・問合せ
　エムエムエスマンションマネージメントサービス（株）　（道営住宅指定管理者）
　　　　　　　　〒 047-0032　小樽市稲穂３丁目１０番１９号小樽駅前ビル３階　☎０１３４-３４-１３７３

①申込書配布　５月６日（金）～６月２５日（土）
　　　　　　　　申込書は、https://www.mms-jp.net/douei/yoichi からダウンロード可、郵送の希望の場合は
　　　　　　　　問合せ先まで次まで連絡ください。
②窓口開設期間　６月２３日（木）～６月２５日（土）であえーるまほろば第一団地Ｂ棟１０２号室
　　　　　　　　担当者が申込書配布・申込受付を行います。※来客者駐車場は有りません。
　　　　　　　　９時～１８時まで（２５日のみ１７時まで）
③入居抽選会　６月２７日（月）午前１０時～　であえーるまほろば第一団地Ｂ棟１０２号室　
④入 居 予 定　７月下旬
⑤そ　の　他　申込みや入居に関する要件（子育て・抽選確率の優遇措置・住戸内の設備関係を含む）につい
　　　　　　　　てはお問合せください。

募集住宅一覧
団地名 住所 戸数 間取り 募集区分 駐車場

であえーるまほろば
第二団地（新築）

余市町黒川町
20 丁目 7 1戸 ２ＬＤＫ（１階） 子育て 3,060 円／月

募集住宅一覧
団地名 住所 戸数 間取り 募集区分 駐車場

であえーるまほろば
第二団地（新築）　

余市町黒川町
20 丁目 7 2戸 ２ＬＤＫ（１階） 一　般 3,060 円／月

であえーるまほろば
第二団地（新築）

余市町黒川町
20 丁目 7 2戸 ２ＤＫ（１階） 一　般 3,060 円／月

※子育ては、同居者に小学校入学前のお子さんがいる方

４月２１日～５月１９日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：５７ｎＧｙ /ｈ、最低値：３７ｎＧｙ /ｈ、平均値：３８ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率

※子育ては、同居者に小学校入学前のお子さんがいる方
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余市宇宙記念館からのお知らせ
余市宇宙記念館は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、接触や３密（密閉、密集、密接）を避け、

次の通り変更の上、一般観覧を行います。（感染拡大状況により、開館時間や展示・教室内容等が変更に

なる場合があります。）

● プラネタリウムは、当面の間休止します。

● 消毒や換気のため、開館時間を午前９時３０分～午後４時３０分（入館は午後３時３０分まで）に変更します。

● ご入館の際は、氏名、住所、連絡先電話番号、年齢のご記入が必要です。

● ご入館の際は、必ずマスクを着用してください。

※詳細は（☎ 21-2200）問合せいただくか
　余市宇宙記念館ホームページ
　　（https://www.spacedome.jp）をご覧ください

　　　　　＜３Ｄシアター＞
　　　　　 宇宙記念館オリジナル番組「２０４１年、宇宙エレベーター」〇日時　毎日１時間に１回上映

　　　　　＜プラネタリウム＞　　３密を避けるためクローズとします。

上映案内　

日　　時　１８日（土）午後８時～９時３０分　集合場所　宇宙記念館正面入口

観測対象　春の星雲・星団

申　　込　不要・現地集合・無料
　　　　※悪天候の場合は中止とします。

天体観望会

～６月の休館日～
６日（月）、１３日（月）２０日（月）、２７日（月）

　６月のおもしろ宇宙教室 現在受付中

※●は小学校５年生以上、その他は小学生以上が対象です。おもしろ宇宙教室の参加には入館料はかかりません。
※申込みは各教室の１か月前から電話で受付します。（６月の教室は受付中です。）

２０２０年１２月、小惑星リュウグウの砂を地球に届けた「はやぶさ２」をはじめ、
世界をリードする日本の小惑星探査について、実物大模型や大型グラフィック、解説
パネル、映像などでご紹介します。

「はやぶさ２」特設コーナー

提供：ＪＡＸＡ

名　　　称 日　時・内　容 定員
● ドローン教室 　4日㊏　トイドローンを使って、ドローンの仕組みや利用方法等を学ぶ 7 人

ほしぞら教室②（全 10 回）　5日㊐　春から夏の星空について学ぶ 7 人

●航空機教室①（全 16 回）  11 日㊏　航空機の歴史について学ぶ 7 人

●航空機教室②（全 16 回）  12 日㊐　航空機と飛行機の違いについて学ぶ 7 人

●航空機教室③（全 16 回）  18 日㊏　グライダーについて学ぶ 7 人

● 「水」の教室  19 日㊐　私たち生き物にとって大切な ｢水 ｣について学ぶ 7 人

●気圧の教室  25 日㊏　実験を交えながら空気の性質について学ぶ 7 人

●航空機教室④（全 16 回） 25 日㊏　ヘリコプターについて学ぶ 7 人

宇宙開発教室② ( 全 7 回） 26 日㊐　アメリカの宇宙開発について学ぶ 7 人

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午前 11 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

※水ロケット教室、遠心分離実験教室、レゴ教室、ジェルグラス教室、浮き球アート教室、ペーパークラフト教室は中止となりました。

≪午後 2 時～（60 分）≫　
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　問合せ　企画政策課　企画グループ　 ☎２１―２１１７

戦略推進マネージャーの連載を広報誌で掲載しています！
　実は香川さん、和菓子の修行をしたことがない。高
校を卒業した後、小樽の洋菓子店で３年、札幌のコロ
ンバンで２年ほど働いて、余市へと戻って来た。
　「和菓子は父親がつくってますから、見てたら自然
とわかるかなと」
　香川さんが帰ってからの香川は和菓子と洋菓子の二
刀流となった。和と洋の生菓子も揃え、陳列棚にはびっ
しりと色とりどりの菓子が並んだ。
　その頃、店の隣にヤマダイという名のデパートが
あった（ヤマダイは余市から発展を遂げて現在のイオ
ン北海道へと繋がっていくんですよね）。道路を挟ん
だ斜め向かいには日本酒蔵もあって、日本清酒余市支
店が十一州などの日本酒を造っていた（いま余市に日
本酒蔵はなくて跡地は余市町中央公民館になってます
ね）。港町の人たちが「町へ行く」って言っては、香
川のある大川町へ遊びに来たものだった。
　「あの頃は、この辺りに人が溢れていましたね。お
かげさまで、うちもよく売れました。つくればつくっ
ただけ売れましたかね」
　店は職人も雇って、朝から晩までせっせと菓子づく

りに励んだという。りんごもなかが町の名物として愛
され始めるのも、この頃だった。
　「私が帰って来てから、りんごもなかのあんこにお
酒を使ったりして、洋菓子のテイストを加えたんです」
　昔話の途中で、ふと、香川さんが言う。視線は僕が
食べ終えたりんごもなかの包装紙だ。
　「お酒を入れたのは、相手がりんごなのでね」
　ここで話は終わるのかなと思っていると、ちょっと
の間を置いて、香川さんが口を開く。
　「お菓子は変えたくてもなかなか変えられないんで
す。ずっとその味が好きで食べてる方もいますし。最
近は砂糖を減らして、甘味が少ない方が人気のようで
すが、私は私がおいしいと思うお菓子をつくりたい。
ちょっとでも材料の分量が変わると、焼き色も変わる
し、湿り具合も違ってきます」
　それでも、香川さんはりんごもなかの味を変えたん
ですね、と訊く。
「そうです。そうです」
　返ってきたのは、シンプルな答え。
「その方がおいしいと思ったんでしょうね」（続く）

余市の人々。　第１２回　【江部拓弥】　

※「余市の人々。」は、余市町戦略推進マネージャーの江部拓弥（えべたくや）さんが、余市町に関わりのあ
　る人物へのインタビューをもとに執筆し、「ＷＥＢ本の雑誌。」（https://www.webdoku.jp/column/ebe/）に
　掲載されているものを、転載しております。※掲載日 2020.9.30

タイトル「香川」

　令和４年９月４日任期満了に伴う余市町長選挙及び余市町議会議員補欠選挙（欠員１名）の選挙
期日について、５月９日開催された余市町選挙管理委員会において、次のとおり決定しましたので
お知らせいたします。

〇告示日　　　　令和４年８月２３日（火）

〇投票日　　　　令和４年８月２８日（日）

　余市町長選挙及び余市町議会議員補欠選挙執行について

　余市町長選挙及び余市町議会議員補欠選挙立候補予定者説明会の開催について
　余市町長選挙及び余市町議会議員補欠選挙に立候補を予定している方を対象に、下記により説明
会を開催いたします。当日は、諸手続きの説明を行うほか、立候補届出に必要な書類等を配付しま
すので、関係者は必ず出席してください。

〇日　　時　　　　令和４年６月１４日（火）　午後２時
〇場　　所　　　　余市町役場　３階会議室
〇参集範囲　　　　立候補予定者、推薦届出者、代理人
※　出席者は、１立候補予定者に当たり、２人以内でお願いします。
※　当日、立候補届出の関係書類を交付しますので、印かんをご持参ください。
※　この説明会は、法令に基づいて開催するものではありません。

　問合せ　余市町選挙管理委員会　 ☎２１―２１３４
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　積丹町を修学旅行先とした余市中学校（現在の余市
紅志高校）の生徒２０名が余別村についたのは、大正
１４年（１９２５年）７月２７日のことでした。
 学生や団体が修学旅行や観光で積丹町を訪問するの
は明治時代からのことで、古くは明治34（1901）年、
古平小学校の修学旅行の児童８０名が来岸村に１泊、
翌日は余別村に移動して、地区のお寺に１泊していま
す。同39年の札幌中学校（共学化後の札幌南高）や、
同40年の小樽中学校（現在の小樽潮陵高）なども余別
村に宿泊していますが、お寺や旅館の他、地域のニシ
ン漁場に宿泊することが多かったようです。
　観光面での小樽からのバックアップもありました。
小樽新聞社主催の積丹半島周遊団の一行１，２００人
が美国港外に停泊したのは昭和５年７月２７日のこと
でした。その日の午前１０時、日本郵船所有の竹島丸
が到着すると歓迎の花火があがり、はしけ船が続々と
船から乗客をおろします。一行は海岸を散歩する者、
市街を歩く者、浜鍋の無料サービスもあって、全町は
お祭りのような騒ぎになったそうです。
　昭和１０年代、法務局の余市出張所職員の方が積丹
半島の徒歩一周旅行をされた際の経験談がのこってい
ます（『月刊郷土誌よいち』昭和３１年）。
 「天下の絶勝地だから折角暑中休暇をとって旅行す
るのなら是非積丹行にせと勧められて…（中略）…先
ず一泊目は小樽茶屋（婦美神社を過ぎて野塚婦美線と
の分岐付近）という昔の駅逓で、こゝでは宿のおばさ
んから熊の話をきかされ、次が紹介状を貰って行った
郵便局長さんにことわられ、仕方なしに草内の漁場へ
　三晩目が珊内小学校（神恵内）の運動場で夜通し蚊
攻めにあい、最後が文無しになって岩内の裁判所の官
舎。食事は道々米、味噌を買い乍らの自炊という気楽
さで、下手に紹介状なんかで立派な家に泊めて貰わな
い方が、却って愉快だったかも知れなかった。
　この旅行は聞きしに勝る奇勝の連続で、好天に恵ま
れて大成功、（２０年後の）今でもその印象は鮮やか
に残っている」
　昭和２０年代の夏のこと、余市から余別までのバス
の様子は賑やかでした。

 「余市、古平間のけわしいので有名な山道を通る際
には、ことに賑やかであった。…中略…誰かが、札幌
でスシを食ったら五百圓とられて、イカツケ一晩分
すッ飛ばしたとなげく。…中略…津軽系らしい色白の
娘が突然窓から首を出して吐く。背中撫でてやれや、
と傍らの男へひやかすのがいる。野塚村のお婆さんが
マムシにさされた話。婦美村に仔連れの熊が出てキビ
畑を荒らしている話。町の運動會の寄附金を五十圓と
られた話。」（「旅のあれこれ」『北の旅』）
　景勝地として知られていた積丹半島でしたが、観光
へと舵をきったきっかけは、漁業の不振でもありまし
た。

☀☁☀余市町でおこったこんな話☁☂☁
　余市町の埋もれた歴史等を紹介し、改めて余市町を再認識するコーナーです。

～ そ の214 ～ 『 積 丹 半 島 へ の 旅 』

▲ 図　積丹半島のバス路線図（昭和 20 年代　部分）
　 　　図中の矢印が小樽茶屋
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問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

自分に合った方法で減塩を食生活に取り入れよう

　塩分をとり過ぎると、身体は水分を取り込んで、血液中の塩分濃度を薄めて元に戻そうとします。塩辛
い物を食べると水が飲みたくなるのは、このためです。しかし、これによって増えた血液を身体に循環さ
せるには、心臓からの強い圧力が必要となり、結果、血圧が上昇し高血圧を招きます。
　その状態が続くと、血管が傷ついて動脈硬化が進み、身体に様々な障害が起こります。

「たかが塩分ぐらい」と思っているあなた、侮ると危険です。

【あなたの食生活を Check】
□何にでも、塩、しょうゆ、ソースをかける。　
□薄味の料理は、物足りない。　　　　　　　　
□野菜や果物はあまり食べない。　　　　　　　
□インスタント食品をよく食べる。　　　　　　
□ハムやかまぼこなどの加工食品をよく食べる。
□外食が多い。　

３食決まった時間に食
事をすることや、ゆっ
くりよく噛むことも大
切です。常に腹八分目
でごちそうさまをしま
しょう。

①カレー粉や唐辛子などのスパイスや、にんにく、青じそやみょうがなど香味野菜を使うと味にアクセ
　ントがつきます。牛乳を調味料として使うと味がまろやかになります。
②みそ汁は具だくさんにすると汁の分量が減り、その分減塩ができます。具材は、塩分排出の手助けを
　する野菜がおすすめ。
③かつおぶし、昆布、煮干しなどでしっかりだしをとれば、少ない量の調味料でもおいしいです。
④調味料の次に塩分が多いのは加工食品になります。肉の加工品や水産ねり製品、惣菜など多く食べ過
　ぎないようにしましょう。

□ごはんに漬物は欠かせない。
□麺類のスープは半分以上飲む。
□みそ汁を２杯以上飲む。
□干物をよく食べる。
□市販の惣菜をよく食べる。
□酒のつまみは、揚げ物や塩辛い物が好き。

※チェック項目が多いほど、食塩過剰の食生活になっていますので気をつけましょう。

【ひと工夫でおいしく減塩！】

しょうゆ（薄口）・・・・・大さじ１/3
しょうゆ（濃口）・・・大さじ１/3 強
米みそ（淡色みそ）・・大さじ１/2 
ウスターソース・・・大さじ２/3 強
トマトケチャップ・・・大さじ 2
マヨネーズ・・・・・・大さじ４と１/2

買い物のとき
は、製品に含
まれる塩分量
もチェック
しましょう。

塩分１ｇの量を覚えておこう
食品は、栄養成分表示
を見てから買おう

食事はゆっくり、
３食食べましょう

料理をするとき

食事をするとき

①しょうゆやソースなどは直接かけないで、小皿に用意したものをつける習慣を。
②麺類などのスープを半分残すだけで食塩 2～ 3ｇほど減らせます。
③酢、レモンなどの柑橘類を加えましょう。酸味は塩味を引き立てるので、しょうゆなどの調味料が少
　量で済みます。
④野菜や果物、大豆製品、いも類などには、身体の余分な塩分を排出させるカリウムが多く含まれてい
　ます。積極的に食べましょう。（腎臓病の方は医師に相談しましょう。）
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その他の生活情報　　
事　業　名 実　施　日 時　　　間 会　　　場 備　　　考

心 配 ご と 相 談 8 日（水）、22 日（水） 13:00 ～ 16:00
福祉センター入舟分館

（問合せ）社会福祉協議会
☎２２―３１５６
※法律相談は事前
　　　申込み必要

無 料 法 律 相 談
（ 予 約 制 ）

13 日（月） 13:30 ～ 14:30

15 日（水） 13:00 ～ 16:00 中央公民館 203 号室
※事前申込み必要
役場総務課
　☎２１―２１１１

21 日（火） 15:00 ～ 17:00 余市商工会議所
※事前申込み必要
余市商工会議所
　☎２３―２１１６

健康と暮らしの情報（６月）

子育て情報

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

心 の 健 康 相 談
2 日（木）

※日程変更の可能
　性があります

13：00 ～ 15：00   倶知安保健所余市支所
☎２３－３１０４

３日前までに申込み必要
（申込）倶知安保健所

※相談日は都合により変更
　する場合があります。
☎ 0136-23-1957

特定健診・がん検診

　11 日（土）
　～ 14 日（火） 6：30 ～ 12：00   

中央公民館 6 日（月）まで申込み可能
（申込）子育て・健康推進課

☎ 21-212215 日（水） 福祉センター本館

健 康 相 談 16 日（木） 9：00 ～ 15：00   余市町役場 ※１3 日（月）までに
　申込みが必要です。

認知症の介護相談 20 日（月） 13：30 ～ 15：00   福祉センター入舟分館 （問合せ）社会福祉協議会内
☎ 22-3156

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、事業が延期・中止となる場合があります。最新の情報は
　ホームページ等でご確認ください。なお、ご不明な点につきましては、問合せ先までご連絡ください。

   休日当番医は変更になることがありますので、
   確認してから受診してください。

当　番　日 医　療　機　関　名 電 話 番 号

6月5日（日） よいち北川眼科医院 22-1308
10日（金） 林病院 22-5188
12日（日） 小嶋内科 22-2245
19日（日） 池田内科クリニック 23-8811
26日（日） 黒川町整形外科クリニック 22-2447

7月3日（日） 森内科胃腸科医院（仁木町） 32-3455
10日（日） よいちクリニック 21-4570

※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。

　問合せ　子育て・健康推進課　☎２１－２１２２

※ 福祉センター本館（富沢町５丁目）福祉センター入舟分館（入舟町）、中央公民館（大川町４丁目）
     倶知安保健所余市支所（朝日町）、 余市商工会議所（黒川町３丁目）

事　業　名 対　象　者 実　施　日 時　　　　　間 会　　　　場

ようこそ！赤ちゃん  Ｒ４年 1 月～ 4 月生まれ
　※申込みが必要です   9 日（木） 13：00 ～ 15：00

キッズルーム「あっぷる」　
（申込）子育て・健康推進課

☎ 21-2122

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 13 日（月）までに
　  申込みが必要です。

16 日（木） 9：00 ～ 15：00
余市町役場
※会場まで来られない方は
　ご相談ください。

す く す く 教 室
　　（離乳食教室）

Ｒ３年 10 月～
　　　R ４年１月生まれ
　※申込みが必要です

23 日（木）
10：30 ～ 12：00

※申込状況によっては午前と午後に分

けて開催する場合もあります。

キッズルーム「あっぷる」　
（申込）子育て・健康推進課

☎ 21-2122

1 0 か 月 児 健 診  R ３年 8 月生まれ
30 日（木）

受付 12：00 ～ 12：20
福祉センター本館

４ か 月 児 健 診  R ４年 2 月生まれ 受付 11：40 ～ 12：20

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、法律相談を中止する場合があります。
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りんごの花  押し花サークル
日　時　６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

農村活性化センター
からのお知らせ

自衛官候補生　陸・海・空（男子・女子）、
予備自衛官補（一般・技術）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

浜中・モイレ海水浴場の
会計年度任用職員を募集します

雇用期間
　　　７月１日（金）～８月３１日（水）
募集対象　町内在住で普通救命講習Ⅱ
を受講済みの方、または、６月 2５日
（土）開催予定の余市消防署で行われ
る普通救命講習Ⅱを受講出来る方。
募集人員　５名
勤務時間
　　　午前９時００分～午後４時３０分
　　　　　（土・日・祝日勤務有）
勤務場所　浜中・モイレ海水浴場内
作業内容　海水浴場での監視並びに清
　　　　　掃作業等
日　　額　６，０５９円
申込期限　６月１５日（水）
問合せ　商工観光課
　　　　　　　　　☎２１- ２１２５

●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ください。
ホコリなどが付くと感知しづらくなり
ます。１年に１回程度よく絞った布で
汚れを拭き取ってください。
●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
器を訪問販売することや、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。
●善意で使用された消火器が補償され
ます！
　余市町内で発生した火災を消すため、
消火活動の協力者が使用した消火器に対
し、使用済みの消火器へ薬剤を再充填し
たり、新品の消火器と交換出来る場合が
あります。

= 募集・お知らせ =
場　所　余市消防署 ３階講堂
募集方法　消防署に来署し、 受講申請
　　　　　願います。
募集人員　１６名
受付期間　６月１日（水）～１８日（土）
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。

第２次試験
 【人物試験、身体検査】
 10 月 12 日（水）～ 10 月 21 日（金）
　　　　　　　　　のうち指定する日
最終合格者発表日　　11 月 15 日（火）
問合せ
札幌国税局人事第２課採用担当
　　☎ 011 － 231 － 5011 
　　　　　　　　　　（内線 2315）
余市税務署
　　☎ 22-2093

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

問合せ 余市消防署 ☎２３―３７１１

税務職員募集

札幌国税局では、国税局や税務署にお
いて、税のスペシャリストとして活躍
する税務職員を募集しています。
受験資格
高卒見込みの者及び高卒後３年を経過
していない者　
申込受付期間（インターネット）
　　　６月 20 日（月）～ 6月 29 日（水）

【申込専用アドレス】　
https://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※インターネット申込みができない場        
  合は、人事院北海道事務局へお問合  
  せください。011-241-1248
第１次試験
 【基礎能力試験、適性試験、作文試験】
　　　　　　　　　　９月４日（日）
第１次試験合格者発表日
　　　　　　　　　　10 月６日（木）

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

●普通救命講習Ⅱの開催について
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　６月２５日（土）
　　　　午後１時～５時

～二輪車の交通事故防止～
（１）スピードの出し過ぎは、カーブ
　　で曲がりきれずに路外逸脱事故の
　　おそれがあり、無理な追越しは正
　　面衝突を引き起こす要因になります

（２）ツーリング中、仲間から離れた
　　運転経験の浅い人が遅れを取り戻
　　そうとして無理な運転をして交通
　　事故に発展することも考えられま
　　す。経験豊富なドライバーも無理
　　な運転はせずに、ゆとりをもった

〈2022. ⑥広報よいち　14〉



= 募集・お知らせ =

つどいの広場
６月１５日（水）　午前１０時～

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～午後４時
※６月９日（木）、２３日（木）
　３０日（木）はお休みです。

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）

ゴブレット・ゴブラス大会
６月１９日（日）　午後１時３０分～

つどいの広場
６月２３日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
ぬりえの会
６月 ４日（土）　午後１時３０分～

家族へのプレゼント作りの会
６月１８日（土）　午後１時３０分～

※６月中旬～下旬にパネルシアターお
歌の会予定詳しくは問合せください。

◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができることになりました。身
長計、体重計を準備しています。お気
軽にお越しください。
日時　６月７日（火）
　　　午前９時３０分～１２時
　　　午後１時～４時
持ち物 母子手帳、バスタオル
問合せ　キッズルームあっぷる
　　　　☎４８-８８５０

◎今月のわくわくタイム
親子で作成『万華鏡』

※１５日（水）までに申込が必要です。

安全運転に努める事が大切です
～夏山遭難の防止～

（１）技術、体力等に応じた山を選び、
　　無理のない計画を立て、登山計画
　　書を家族や警察署等に提出しま　
　　しょう

（２）万が一に備え、経験豊富なリー
　　ダー等と一緒に登山し、連絡手段
　　として携帯電話等は必ず持ちまし
　　ょう

（３）急激な天候の変化にも対応でき
　　るよう十分な装備と停滞時に備え
　　た食料や燃料等を準備しましょう

（４）必ず天気予報を確認し、天候の
　　悪化が予想される場合は、登山を
　　中止しましょう
～ＬＩＮＥアカウントの乗っ取り被害
が多発～
他人から「電話番号」と「認証番号・
パスワード」を聞かれたら注意…相手
はあなたの LINE アカウントを乗っ取
ろうとしています。

（１）乗っ取り被害を防ぐために
　・他人には「電話番号」と「認証番
　　号パスワード」は教えない
　・パスワードは使い回さない
　・「ログイン許可」設定を「オフ」
　　にしておく

（２）乗っ取り被害に遭った場合は
　・LINE の友だちに登録している人
　　に乗っ取り被害を連絡する
　・LINE のカスタマーサポートに連
　　絡して、アカウント停止等の対策
　　を依頼する
問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

日　時　６月２５日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
会　場　余市テラス（黒川町 10 丁目
　　　　3番地 27※コープさっぽろ隣）
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。
内　容　ランチの提供（テイクアウトのみ）
　　　　工作キットをプレゼント(中学生まで）
申　込　電話による事前申込み

食事代　高校生まで無料・おとな３００円
問合せ　よいちニコニコ食堂
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

　　　　輪投げ・駄菓子など
　　　　ミニバザー 
　　　　手作りアクセサリー・クラフ
　　　　 トバック・子供服・食器など　
＊お祭り気分を味わいながら、楽しい
時間をすごしませんか。
みなさんの参加をお待ちしております。
※新型コロナウイルスの感染状況によ
　り中止や入場制限を設ける場合があ
　ります。
場所・問合せ　沢町児童館
　　　　　　　☎２３- ５６７３

沢町児童館母親クラブ主
催行事のお知らせ

第３２回　児童館ふれあいミニバザー
　　　　　とミニ縁日
日　時　６月２６日（日）　午後１時～
内　容　ミニ縁日　
　　　　型抜き・ヨーヨー・くじ

日時　６月２２日（水）　
　　　午前１０時～１２時
◎ミニイベント
　パステルアート（お絵かきなど
　手形、足形もできます）
日時　６月１７日（金）　
　　　　午前10時～11時30分　　　
　　　　午後1時30分～3時30分
その他
　　　・１日（水）から受付
　　　・定員（10名）になり次第締め
　　　　 切りとさせていただきます。
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　４月１４日（木）に開講式が行われ、第５１期生と
して入学した３２名が参加して寿大学がスタートしま
した。開講式では学長・来賓の方からお祝いや励まし
のことばをいただき、学習内容についての説明があり
ました。
　式終了後に開催され
た学生自治会総会では、
事業計画や予算につい
て審議され、新役員が
選出されました。

  生 涯 学 習 だ よ り問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１

▲開講式風景

スポーツ表彰式開催
　４月２３日（土）、中央公民館において余市体育連盟「スポーツ表彰式」が行われました。余市体育連盟の
各スポーツ賞は、本町のスポーツの普及振興および競技力の向上を図るため、スポーツに関し優秀な成績を収
めた個人・団体、またはスポーツの普及発展に貢献し功績を収めた個人に対して贈られる賞です。　　　　　
　今年度、スポーツ賞は個人２名、スポーツ奨励賞は個人７名・団体４組が受賞されました。なお、受賞され
た個人・団体は次の方々です。〔敬称略〕
☆スポーツ賞（個人）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中井來輝＜スキージャンプ＞　櫻井羽奈＜スキージャンプ＞
☆スポーツ奨励賞（個人）
今野流玲＜卓球＞　髙橋悠斗＜陸上＞　原田大雅＜陸上＞　上村瑠希＜陸上＞　
鎌田　遼＜陸上＞　髙橋謙斗＜バドミントン＞　栗原燕三＜バドミントン＞
☆スポーツ奨励賞（団体）
東中学校男子陸上競技部　東中学校女子バレーボール部　東中学校女子剣道部

余市ミニバスケットボール少年団 B-DASH 女子チーム　

寿大学開講式

　４月１８日（月）に開講式と学習講座「唄語り　講
演＆ライブ」が行われ、２４名の学級生が参加しまし
た。
　開講式に続いて行われた学習講座では、フォークシ
ンガーの辻村達生さんを
講師に迎え、「幸せの種
まき」と題して、フォー
クソングを披露しながら
身近な話題や家族愛につ
いて語るミニコンサート
が行われました。

女性学級開講式・第１回学習講座

▲学習講座風景

※寿大学・女性学級は、随時入学を受付けております。

余市文化協会総会開催
　４月１３日（水）、町民の文化向上と普及発展に寄与することを目的として活動
している余市文化協会の定期総会は、マスク着用、換気対策、３密回避などの感染
防止対策のもと中央公民館で開催されました。
　総会には加盟団体の代表者が出席し、令和３年度の事業・決算報告、令和４年度
の事業・予算計画等について協議され、議案は全会一致で承認されました。
　現在、文化協会には３２団体が加盟し、約６００人の会員がさまざまな芸術文化
活動を行っています。▲総会風景

寿大学・女性学級の皆さんへ！　今月の学習講座のお知らせ

　女性学級　
☆第３回学習講座「大人のぬり絵」
・日時　６月２０日（月）午後１時３０分～３時
・場所　中央公民館３０１号室
・持ち物　色鉛筆セット（貸出用セットもあります）

　寿大学　
☆第３回学習講座「楽しい脳トレ教室」
～寿大学バージョン～　　　　　　　
・日時　６月１６日（木）午後１時３０分～２時３０分
・場所　中央公民館３０１号室
〇今月は「長寿はりきり運動会」の予定でしたが、参加者
の健康・安全を考え学習内容を変更いたしました。

前期文化教室
「護身術教室」のお知らせ
　身近に潜む危険に備え、予想外の出来事が起
こっても柔軟に対応できるよう護身の術を学ん
でみませんか？
日　時　７月２０日（水）
　　　　午後６時から１時間程度
場　所　中央公民館３０１号室
講　師　余市警察署員
定　員　１０名
申込み　６月１日（水）から受付開始
　　　　☎２３－５００１
その他　動きやすい服装、靴の着用、飲み物を
　　　　ご持参の上お越しください。

▲表彰式風景
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生 涯 学 習 だ よ り
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問合せ　図書館（☎22―6141）
https://www.yoichi-lib-unet.ocn.ne.jp/

開館時間  午前10時～午後６時30分
図書館のすてきな窓

おはなしかい
　毎月変わるテーマに合わせた絵本の紹介や、楽しい
読み聞かせを行います。自由参加です。
日　　　　時　６月１１日・２５日（土）　午前１１時～
場　　　　所　図書館１階おはなしコーナー
今月のテーマ　「かえるげこげこ」

パパ・ママとえほんであそぼう
　おいしそうな絵本の読み聞かせと、その絵本に登場
するお料理やお菓子のレシピを紹介します！
　親子で楽しく作れるレシピを選んでいます。ぜひご
参加ください！
日　時　６月１９日（日）
　　　　午前 1１時～正午まで
場　所　図書館２階視聴覚室
対　象　０歳～４歳くらいまでのお子様と保護者の方
定　員　１５名
申　込　1７日（金）までに申込みください。（電話可）

ワタシノシアター
　現在、図書館では事前に申込みをすると映画鑑賞が
できる「ワタシノシアター」を受付中です！
　家族やグループで申込みをすると、視聴覚室を貸
切ってゆったりとお楽しみいただけます。
　詳しくは図書館へ問合せください！　　

今月の休館日　毎週月曜日、　６月３０日 (木 )は図書整理日

「発掘調査報告展示」博物館にて開催！

▲ 縄文時代後期の土器▲ 縄文時代早期の土器

　今回調査された登町 10 遺跡は、余市町の市街地から４ｋｍほど
離れた余市農道離着陸場のある丘陵の東側斜面に位置しています。
調査地点の現在の標高は約 17 ～ 27 ｍです。
　土器や石器などが約 20,000 点、縄文住居 35 軒の他、剥片集中、焼土遺構、土坑、小土坑などが確認さ
れました。縄文時代早期から続縄文時代までの遺物が見つかっていますが、遺跡の主要な時期は縄文時代
早期と後期だと考えられます。
今回のトピックとしては、以下の３点です。
①町内ではじめて縄文時代早期の集落が確認され、これまで詳細がわかっていなかった余市町の縄文時代
　早期の様相がわかってきた。
②縄文時代前期と後期で、これまで町内で確認されていた住居とは地理的条件の違う立地の住居が見つ
　かった。
③現時点で、後志で最も古い「縄文ヒエ」が確認された。
　登町 10 遺跡は、特殊な土器や石器が見つかった遺跡ではありませんでしたが、余市町の縄文時代の状
　況を知るうえで非常に重要な調査成果があったといえます。発掘調査報告展示は７月いっぱいまで行わ
　れる予定です。　　
　多くの皆さまのお越しをお待ちしております。

（登町 10 遺跡の発掘調査報告書は、よいち水産博物館もしくは余市町図書館で閲覧することができます。）

博 物 館 文 化 財 ニ ュ ー ス 開館時間　午前９時から午後４時３０分

縄文時代早期 ― 約 7,000 ～ 6,000 年前頃　
縄文時代前期 ― 約 6,000 ～ 5,000 年前頃
縄文時代後期 ― 約 4,000 ～ 3,000 年前頃
縄文ヒエ ― 縄文時代の焼土などからみつかる「ヒエ」
です。当時は、主要な食べ物ではなかったと考えられ
ますが、雑穀も食べられていた可能性があります。

≪用語解説≫

問合せ　博物館 ☎２２－６１８７

木曜映画会
　木曜映画会は毎週木曜日、こどもえいがかいは第１・
第３土曜日で、どちらも午後２時からの上映です。

　　２日　グリーンブック（洋画）
　　９日　半落ち（邦画）
　１６日　エデンの東（洋画）
　２３日　新解釈三國志（邦画）

こどもえいがかい
　　４日 ドラゴンボールＺ　神と神
　１８日 それいけ！アンパンマン　
　　　　　　　　アンパンマンとどんぶりマントリオ
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 令和４年 4 月３0 日現在
　　人　口　17,718 人　     （＋ 54）
　　男　性 　   8,273 人　     （＋ 33）
　　女　性　    9,445 人　   （＋ 21）
　　世帯数　   9,646 世帯    （＋ 55）

転 入　121 人
転 出　  46 人
出 生　    9 人
死 亡　  31 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比

　【税務課からのお知らせ】

　問合せ　税務課 納税グループ　☎２１―２１１６

夜間集合徴収所をご利用ください！

　今月は令和４年度の町道民税(普
通徴収)の納税通知書を送付しま
す。納税通知書が届きましたら、す
ぐに内容をご確認ください。皆様一
人ひとりの納税により、町の行政運
営が成り立っています。納期内納付
にご理解をお願いします。

町道民税の納税通知書をご確認ください！

町道民税　　　　　１期 ６月２７日（月）

納期限～今月の税～

日時　６月２７日（月）１７：３０～１９：００

場所　・役場１階　税務課窓口　
　　　・福祉センター本館（富沢町）
※納付書をご持参のうえ、お越しください。
　納税相談も実施しています。

納税にお困りの方へ

　税金は納期限までに納付することになっています
が、病気や収入の減少等の事情があ
る場合には、分割による納付など、
個々の実情に応じた納税相談を受け
ています。納税にお困りの方は一人で
悩まずに、すぐに税務課納税グルー
プにご相談ください。

軽自動車税（種別割）納税証明書について

　口座振替、F-REGI公金支払い、スマートフォンアプ
リ（LINE Pay、PayPayを利用したバーコード決済）を
利用し、軽自動車税（種別割）を納付された方に対
し、軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）
を下記のとおり送付します。

・口座振替、F-REGI公金支払いをご利用の方
　　　　　　　　　　　　　　　　→６月中旬頃送付
・スマートフォンアプリ（LINE Pay、PayPayを利用し
たバーコード決済）をご利用の方
　　　　　　　　　　　　　　　　→６月下旬頃送付

※ただし、口座振替できなかった場合や過年度に滞納
がある場合などは送付できません。

（敬称略、金額や氏名など寄附者の希望により掲載
　をしない場合があります。）

ご寄附に感謝

 ・飯田　トミ
 （故 飯田 健一 殿追善供養のため）

一金　１００，０００円

　●余市町ふるさと応援寄附金として

　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

統計調査員募集

余市町内でできる

登録制のお仕事です

※統計調査員業務は不定期です。時期によってはす

　ぐにお仕事をご依頼できない場合があります。

調査票の

配布・回収
などを行う仕事

です。

調査員事務を遂

行できる健康な

方

※登録いただいた方に統計調査業務をご依頼します

　が、本人の都合により依頼を断っても構いません。

コチラから詳細を
確認できます

ご興味のある方は問合せください。

ソーシャルネットワーキング
サービス「LINE」の余市町公式
アカウントより、災害時の緊急
情報や防災情報などを発信して
います。是非、ご活用ください！

　問合せ　地域協働推進課 広報広聴グループ
　　　　　　　　　　　     ☎２１―２１４２

余市町Ｌ
ラ イ ン

ＩＮＥ公式アカウント

▲登録はコチラ
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