
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

=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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