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マイナンバーカードはおもちですか？
今月末までにカードを申請するとマイナポイント付与の対象となります

　町ではマイナンバーカードの申請を受け付ける特設窓口を開設しています。マイナンバーカードについては、２ペー
ジをご覧ください。

※町ホームページでは写真をカラーでご覧いただけます



マイナンバーカードについてのお知らせ

【マイナポイント事業第２弾の対象となるマイナンバーカードの申し込み期限について】　
　マイナポイント事業第２弾の対象となる、マイナンバーカードの申し込み期限は９月末までとなっています。
対象者：令和４年９月３０日（金）までにマイナンバーカードの申し込みをされた方
内　容：①マイナンバーカード新規取得による５,０００円分のポイント付与
　　　　※カード取得後、キャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。
　　　　※マイナンバーカードを既にお持ちの方で、マイナポイント第１弾の際に、ポイント付与の手続きを
　　　　　されていない方も対象となります。
　　　　②健康保険証としての利用申し込みによる７,５００円分のポイント付与
　　　　③公金受取口座の登録による７,５００円分のポイント付与
　　　　※②③につきましては、令和４年６月３０日からポイントの付与が開始されています。
　この機会にマイナンバーカードのお申し込みをご検討ください。

【マイナンバーカードに関する臨時開庁について】（事前予約制）
　お仕事などで、平日の開庁時間内にマイナンバーカードをお受け取りに来られない方などのために、臨時の
マイナンバーカード窓口を開設します。
　マイナンバーカードのお受け取りやマイナポイント、マイナンバーカードの交付申請のみいたします。
　なお、当日のお手続きをスムーズに進めるため、お電話による事前予約が必要です。
　詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
開庁日時　９月１日（木）から９月３０日（金）までの平日（土・日・祝日を除く）
　　　　　午後５時１５分から午後７時まで（来庁希望日の前日の午後５時１５分までに予約）
場　　所　役場１階戸籍住民係窓口
※お受け取りなどにつきましては、原則ご本人のみとなります。

　問合せ　福祉課 戸籍住民グループ　 ☎２１―２１１８

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進グループ　 ☎２１―２１２２

　８月上旬に町内に在住する対象児童の世帯主に申請の案内を送付しています。現在、申請を受け付けていま
すので、支給要件を確認のうえ、申請をお願いします。
　受給要件を満たすにも関わらず、対象児童の世帯に申請の案内が送られていない場合は、お問い合せくださ
い。（給付金は重複して受給できませんので、すでに支給対象となった児童については、いずれの給付金につ
いても申請を行えません。）
　各給付金の制度詳細、申請書等については申請の案内や町ホームページをご覧いただき、ご不明点等がござ
いましたら、お問い合わせください。

令和４年度子育て世帯に対する給付金についてのお知らせ

申請手続 子育て推進グループ窓口に提出または郵送
申請期限 令和５年２月２８日（火）・・・消印有効

申
請
が
必
要
な
方

ひとり親以外の世帯の方（令和４年度の住民税（均等割）非課税の方）への給付金

受給要件
　以下のいずれかに該当し、申請日時点で余市町に居住する方。
①公務員の方で令和４年４月分の児童手当を職場から受給している方
②高校生世代（平成１６年４月２日～平成１９年４月１日生）の児童のみを養
育している方。

対象児童 平成１６年４月２日～令和５年２月２８日生の児童
支給金額 対象児童１人あたり　合計６万円（国事業分：５万円、道事業分：１万円）

ひとり親以外の世帯の方（令和４年度の住民税（均等割）課税の方）への給付金

受給要件

　以下のいずれかに該当し、令和４年３月３１日時点で余市町に居住する
①公務員の方で令和４年４月分の児童手当を職場から受給している方
②高校生世代（平成１６年４月２日～平成１９年４月１日生）の児童のみを養育
　している方。
③町外に居住する児童手当支給対象児童を養育し、児童手当所得要件から令和
　４年４月児童手当が全部停止となっている方

対象児童 平成１６年４月２日～令和５年２月２８日生の児童
支給金額 対象児童１人あたり　６万円（町事業分：６万円）
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臨時特別給付金の申請を受付中です

　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令和３年度住民税が課税の世帯で令和４年度住民税（均等割）が非課税となった世帯
　基準日（令和４年６月１日）において余市町に住民登録があり、世帯全員の令和４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）
　・対象となる世帯には、「確認書」を送付しています。
　※確認書が届かない場合は対象となりません（課税者に扶養されているなど）
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の世帯
　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）
　・対象となる世帯には、確認書を既に送付し、給付金を支給しています。
　※まだ、提出されていない世帯の方は、速やかに確認書を返信してください。
③家計急変世帯
　①・②以外の世帯のうち、令和４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、
　世帯全員が住民税非課税相当の事情にあると認められる世帯
　※①～③について、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）　

●申請方法　
①・②住民税（均等割）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、同封の返信用封筒で提出してくださ
                                 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。
③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。

【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！！～

※すでに「令和３年度住民税非課税世帯の給付金または家計急変世帯に対する給付金を受給し
ている世帯」は、支給対象外となります。
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国民年金からのお知らせ

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

年金生活者支援給付金制度とは？
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要となります。ご案内や事務手続きは、日本年金機構 (年金事務所 )が実施
します。

老齢基礎年金を受給している方
　・65 歳以上の方
　・世帯員全員が市町村民税非課税となっている
　・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下である
　※上記要件をすべて満たしている必要があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　・前年の所得額が「約４７２万円＋扶養親族の数×３８万円」以下である方

◎対象者となる方

◎請求手続き
　年金事務所または役場で請求手続きを行えます。
　原則、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますのでご注意ください。

　問合せ　　　　年金生活者支援給付金専用ダイヤル　 ☎０５７０－０５－４０９２
　　　　　　　　小樽年金事務所　お客様相談室　　　 ☎０１３４－６５－５００３
　　　　　　　　余市町役場　福祉課　福祉グループ　 ☎２１－２１２０

　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

〇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おります。詳細につきましては次の連絡先まで問合せ願います。

　日本年金機構や厚生労働省から口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはあり
ません。

請求手続は
お早めに！

　

消費生活で困ったときは小樽・北しりべし消費者センターに相談を！

　問合せ　福祉課福祉グループ　 ☎２１－２１２０

　小樽・北しりべし消費者センターでは専任の相談員を配置し、ネット通販での商品購入やサービスの契約ト
ラブルなどの相談や苦情を受け、解決に向け助言やあっせんなどを行っています。
　また架空請求やクーリングオフ等の困りごと、多重債務に関しても相談に応じていますので、お困りのとき
にはおひとりで悩まずご相談ください。
　消費者センターは小樽市と北後志５カ町村で運営していますので、相談は無料です。

　受付時間
　　　・消費生活相談　　　　月曜日～金曜日　午前９時～午後５時
　　　・多重債務特別相談　　木曜日　午前９時～午後５時

　名　称　　小樽・北しりべし消費者センター
　所在地　　小樽市花園２丁目１２番１号（小樽市役所本庁舎別館５階）
　ＴＥＬ　　０１３４－２３－７８５１
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◆後期高齢者医療被保険者証の２回交付について
　令和４年１０月１日から窓口負担割合が見直しになることに伴い、令和４年度は被保険者全員に対して被保
険証を２回交付します。
２回目の保険証は９月中旬頃を目処に一斉に発送いたします。

１０月１日以降は、有効期限が令和５年７月３１日と印字された
橙色の被保険者証を使用してください。

※１回目に交付した被保険者証については、お手数ですが各自破棄願います。
※限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は１回のみとなります。

◆窓口負担割合が２割となる方には負担を押さえる配慮措置があります
　●令和４年１０月１日の施行後３年間（令和７年９月３０日まで）は、２割負担となる方について、１カ月
　　の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を３，０００円までに抑えます。（入院の医療費は
　　対象外）
　●配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後
　　日払い戻します。

２割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には
令和４年１０月に広域連合から申請書を郵送でお届けします。

申請書がお手元に届いたら、申請書の記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

ご注意ください！
■厚生労働省、広域連合、市町村の職員が、郵送せずに電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッ
　シュカード、通帳をお預かりすることは絶対ありません。
■ＡＴＭの操作をお願いすることは絶対にありません。
■不審な電話が合ったときには最寄りの警察署や警察相談専用電話（＃９１１０）、
　消費生活センター（１８８）にお問い合わせください。

　問合せ　北海道後期高齢者医療広域連合　☎０１１－２９０－５６０１
　　　　　保険課 医療給付グループ　 　　☎２１―２１２１

　余市町では、９月のアルツハイマー月間に合わせて、余市町図書館と共同でイベントを開催します！
　９月中は、認知症に関する図書の展示を行い、１０月以降一部貸出もいたします。
　詳しくは広報９月号図書館ページをご覧ください。
◆アルツハイマー月間とは：１９９４年「国際アルツハイマー病協会」は、世界保健機関 (WHO) と共同で毎年９
　月２１日を「世界アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症についての知識の普及活動を実施し
　ています。また、２０１２年からは９月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な取り組みを行っています。
◆図書館での相談会　９/９（金）・２０日（火）・２８日（水）午後１時３０分～３時３０分（要予約）
　●認知機能チェック：いくつかの問題に答えて、記憶力や判断力、計算力などを調べることができます。最
　　　　　　　　　　　後に「あなたの脳カルテ」をお渡しいたします。
　●相談会：物忘れや認知症、介護などに関する疑問や悩み・不安があれば、気軽にご相談ください。
　●“認知症の人を支える家族の会”の集い：現在介護をしている方・すでに看取った方が集まって、お互いの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　話を通じて交流を深めたり、ストレス解消ができる会です。体験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集の無料配布もあります。（２０日（火）限定）
　●認知症当事者のメッセージ動画の上映：厚生労働省で配信している認知症当事者（希望大使）の方の考え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や気持ちを聞いてみませんか？（９日（金）・２８日（水）限定）
◆認知症サポーターになりませんか？（９/１３（火）午後２時３０分～（要予約））開催場所：余市町図書館
　町では、地域に暮らす認知症の人やそのご家族をサポートできるよう、認知症に関する知識や接し方を学べ
る講座を開催しています。興味のある方はぜひご参加ください。

　　　　９月は、アルツハイマー月間です！
　　　認知症について、図書館とのコラボ展開催！

　申込み・問合せ　保険課 介護保険グループ　☎２１―２１１９

後期高齢者医療保険からのお知らせ
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　　６/３０、７/４に開催した「あずましい余市カフェ」。たくさんの参加をいただき、大変盛り上がりまし
た。参加された方から「また開催してほしい」という声も多く、次の日程で開催することになりました。
　前回同様、皆さんに楽しんでもらえる内容を用意し、少しでも認知症について興味を持つことができるよう
な企画をしています。
　また、当日の運営ボランティアも募集しています。
　興味のある方は是非、ご参加ください。
日　時：①１０月１４日（金）１３時～１５時
　　　　②１０月２８日（金）１３時～１５時
場　所：①中央公民館　
　　　　②福祉センター
内　容：気軽にできるゲームやレクリエーション、運営ボラン　　　
　　　　ティアとの交流、専門職の方による認知機能チェックや
　　　　介護の相談など （予定）
参加料：無料（飲み物付き）
参加方法：開催日の１週間前までにお電話で余市町社会福祉協議会（２２-３１５６）にお申し込みください。
※会場の利用制限（定員）の都合上、申込多数の場合はお断りさせていただくことがありますので、あらかじ
　めご了承願います。
※また、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により中止する場合があります。
※当日はマスク着用で参加願います。

　　　　　　　　　『あずましい余市カフェ』に来ませんか
               ～～運営ボランティアも募集しています～～

　申込み・問合せ　余市町社会福祉協議会　☎２２-３１５６　　　

▲前回開催した「あずましい余市カフェ」の様子

高齢者の「スマホ教室」に参加しませんか

　今年度も高齢者（概ね６５歳以上）を対象にスマートフォン（スマホ）教室を携帯電話会社の協力をいた
だき、開催することになりました。
　「スマホって何？」、「どのように使うの？」など、持ち始めの方や購入を検討している方から、無料通話
アプリ（LINE）、Zoom の使用方法、活用術など、各種お悩みをお持ちの方は、ぜひ参加してください。
★場所・日程・内容など
　（初級編）
　１０/　４（火）１３：００～１５：００　中央公民館
　対象：スマホを持っていない方、スマホの購入を検討している
方、スマホを持って概ね１カ月以内の方
　（中級編）
　１０/１８（火）１３：００～１５：００　中央公民館
　１１/　 ８（火）１３：００～１５：００　中央公民館
　１２/ 　１（木）１３：００～１５：００　福祉センター
　対象：LINE（または Zoom）の使い方やオンライン交流のやり方を教わりたい方
★定員等　各回とも１０名まで（先着順）、参加費無料
　　　　　開催日の１週間前までにお電話でお申し込みください。
　※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う人数制限のため、定員になり次第、締切らせていただきます。
　※また、新型コロナウイルス感染症拡大状況等により中止する場合があります。
　※当日はマスク着用で参加願います。

　申込み・問合せ　余市町社会福祉協議会 　　☎２２―３１５６

　　　　　　　　　保険課 介護保険グループ　☎２１―２１１９

◀昨年のス
　マホ教室
　の様子
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　問合せ　まちづくり計画課　空家対策グループ　☎２１―２１２４

空き家所有者の皆様へ

◆空き家の適切な管理について
　近年、台風等の強風により空き家からの屋根材や外壁材等が近隣へ飛散する事案が町内でも発生しています。
　これにより、万が一、近隣の住宅や通行人等に損害を与えた場合は、空き家の所有者が損害賠償責任を問わ
れることになります。
　空き家を所有されている方は、台風シーズンを前に今一度空き家の点検を行い、必要に応じて補修を行うな
ど適正管理に努めるようお願いします。
◆空き家の除却（取壊し）について
　余市町では、老朽化した空き家を除却する際の除却費用及びアスベスト調査費用の一部を補助する、「空家
住宅除却費補助制度」を実施しています。
　制度の内容等については、問合せいただくか、町ホームページをご覧ください。
◆空き家の売却等について
　余市町では後志管内の市町村、建築・不動産の専門家団体及び後志総合振興局と連携して管内の空き家物件
情報を登録・掲載する「しりべし空き家ＢＡＮＫ（バンク）」を共同で運営しています。
　空き家の売却や借家としての活用を考え登録を希望される方は、問合せいただくか、「しりべし空き家ＢＡ
ＮＫ」で検索し、しりべし空き家ＢＡＮＫのホームページをご覧ください。

公共下水道へ接続のお願い　　　　　　

　公共下水道の汚水管が整備されますと、トイレや流しなどの排水を接続（水洗化）することができるように
なり、様々なメリットを受けることができます。接続については台所や浴室の排水は６か月以内、トイレの水
洗化は３年以内にお願いしております。
　雨水排水（ダクト排水、融雪槽排水等）については、余市町は分流式であるため接続することはできません。
　未接続の家屋や施設については、接続をよろしくお願いします。
●公共下水道に接続するメリット
・快適な生活環境～悪臭や蚊・ハエの発生などを防止し、快適な生活環境を創造します。
・トイレを快適に～清潔で、快適な水洗トイレが使用できるようになり、汲み取りの心配や浄化槽の管理がな
　　　　　　　　　くなります。
・川をきれいに　～生活雑排水が川へ流れ込まなくなりますので、川がきれいになります。
●公共下水道に接続するには
余市町で排水設備工事（水洗化）工事をするときは、必ず町が指定した排水設備業者へお申し込みください。
指定業者については町ホームページ、また下水道課までお問い合わせください。
詳しい内容は、お問い合わせください。
　問合せ　 下水道課　下水道グループ　　　　　 ☎２１―２１２９

第３８回味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」の開催中止について

　例年、９月の最終日曜日に余市農道離着陸場で開催しております味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」
につきましては、味覚の祭典の目玉である特産品の「鮭」、「エビ」等の鮮魚が価格高騰により十分な確保が難
しい等によりやむなく開催を中止することといたしました。
　何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
　問合せ　味覚の祭典実行委員会事務局（商工観光課　商工労政グループ）　 ☎２１―２１２５
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一定面積以上の土地取引には届出が必要です

　土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計
画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。 

 【届出の対象となる面積】 　・都市計画区域内５千㎡以上 　・都市計画区域外　１万㎡以上 
 【届出者】 　土地の権利取得者（買主等）  
 【届出期限】 契約締結日から２週間以内 　※提出期限を過ぎた場合でも、必ず届出書の提出が必要です。  
 【提出書類】　各３部 　
            ・土地売買等届出書 　・土地売買等契約書の写し 　・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の
           １以上の地形図 　・土地及びその付近の状況を明らかにした５千分の１以上の図面 　・土地の 
           形状を明らかにした図面 　・委任状（代理人が届出する場合）  
 【罰則】　　届出をしないと法律で罰せられることがあります。 
※提出様式や制度の詳細は余市町ホームページをご覧ください。

　届出・問合せ　企画政策課 企画グループ　 ☎２１―２１１７

７月２２日～８月２１日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：５１ｎＧｙ /ｈ、最低値：３７ｎＧｙ /ｈ、平均値：３９ｎＧｙ /ｈ）※平常時は１０～６０ ｎＧｙ / ｈ程度

余 市 町 の 空 間
放 射 線 量 率

ツール・ド・北海道２０２２開催に伴う交通規制のお知らせ

　競技車列の通過時間帯には、現場の警察官 や警備員 の指示に従ってください。 
　また、渋滞が予想されますので、規制時間帯を避けるか迂回されるなど、交通の混雑緩和にご協力をお願い
します。

※規制時間は競技の進行状況によって変更になる場合がありますので、ご了承願います。　

　問合せ　ツール・ド・北海道協会２０２２実行委員会　 ☎０１１－２２２－５９２２

　９月９日、競技車列の通過に伴い交通規制が行われますので、ご協力をよろしくお願いします。
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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。

　　　　　＜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　

～９月の休館日～
５日（月）、１２日（月）２０日（火）、
２６日（月）

　９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。（９月の教室は受付中です。）

※各教室の参加には、氏名、住所、連絡先電話番号、年齢のご記入が必要です。

名　　　称 日　時・内　容 定員

●宇宙の謎教室⑥～⑪
　　　　( 全 11 回）

⑥ 3 日㊏・宇宙開発、⑦ 4 日㊐・有人宇宙飛行 、⑧ 17 日㊏・ＩＳＳでの規格、⑨ 18 日㊐ＩＳＳで
の空気や水、⑩ 23 日㊎㊗ＩＳＳでの自立問題、⑪ 24 日㊏・ＧＰＳ 各 7 人

宇宙開発教室⑤　　　　
　　　( 全７回）

　9日㊎　宇宙飛行士・毛利衛さんの生い立ちや功績について学ぶ 各 7 人

●電気自動車教室  25 日㊐　電気自動車の仕組み等について学ぶ 　7 人

≪①午前 11 時～、②午後 2 時～（30 分）≫　

≪午後 2 時～（60 分）≫　

≪午後２時～（60 分）≫　

※水ロケット教室、モデルロケット教室、プチロケット教室、かさ袋ロケット教室、ストローアート教室、浮き球アート教室、
　ほしぞら教室は中止となりました。

９月９日（金）、「毛利記念日」特別開館（入館料無料）を開催！

　１９９２年９月１２日、余市町出身の宇宙飛行士・毛利衛さんが日本人で初めてスペースシャトルで宇宙に
飛び立ちました。ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）では９月１２日を「宇宙の日」と定め、全国的に様々な
記念行事を行っております。当館では例年、「宇宙の日」に近い日曜日を毛利さんの業績を広くご紹介する日
として、入館料を無料の上、開館しておりますが、今年は新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、混
雑や３密を避け、平日の開催とします。（感染拡大状況によっては中止や入館人数を制限する場合があります。）
　当日は、毛利宇宙飛行士が２度（1992 年、2000 年）の宇宙ミッションで成し遂げた功績について、当時の
記録映像や貴重な写真、教室（下記、宇宙開発教室⑤参照）などでご紹介します。

＜第一管区海上保安本部協賛企画＞
「水路記念日」を記念して、航海で使う「海図」や海洋調査を紹介する展示パネル等を展示します。

※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

「宇宙開発最前線、そして未来へ」
特別展開催中〈１０/３０（日）まで〉

～ 毛利宇宙飛行士の初飛行から３０年！～
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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！

　２０２０年、デンマークのレストラン「noma」のワ
インリストに、余市の小さなワイナリー「ドメーヌ・
タカヒコ」のワインが掲載された。日本初。日本唯一。
誇らしいなぁ。
　そもそもの生産本数が少ないこともあって、ドメー
ヌ・タカヒコのワインに出逢えるチャンスは滅多にな
い。お膝元の余市に行っても、そう。なかなかお目に
かかることはできない。とは言え、可能性はゼロじゃ
ない。いざ「Jijiya・Babaya」。この店のワインリス
トには必ずといっていいほど、ドメーヌ・タカヒコの

ワインが載っているからね。
　二度、訪れたけど、いずれのときも、あった。でも
ね、一滴も飲んでない。だって、最初は石窯で焼いた
ナポリピッツァで、その次は余市の食材をふんだんに
使ったパスタが目当てだったから。目的は飲むではな
く、食べる。だから車で向かった。
　でもね、食べてばかりじゃない。２回目の訪問
は、店主の辻冷子さんに話を訊くことがメインディッ
シュ。ランチタイムまでの貴重な時間を辻さんの言葉
に耳を傾ける。

余市の人々。　第１5 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 2020.11.30

使用料・手数料の見直しについて

１０月１日から新料金を適用

　会館の使用料や証明書などの手数料について、見直しを行いましたのでお知らせします。
　以下に先月号と同様に主な見直しの事例を紹介します。
　全施設等の新料金を確認できる一覧表は、ホームページ及び次の公共施設で確認することができます。
　《一覧表を掲示している施設》
　・役場庁舎（１階ロビー）、中央公民館、福祉センター、図書館、総合体育館

施　　設 旧 新

中央公民館

２０３視聴覚
絵画研修室 ３００円 ３３０円

２０６婦人児
童研修室 ３２０円 ３５０円

総合体育館
個人使用 (一般 :
アリーナ、トレーニ
ング室及び体育館 )

２２０円 ２６０円

登老人寿の家 集会室 １１０円 １２０円

福祉センター 老人ホール １３０円 １５０円

勤労青少年ホーム 講習室１ １７０円 ２００円

施　　設 旧 新

運動公園 テニスコート
（入場券なし） ５０円 １１０円

種　類 所管課 旧 新

国土調査法に基づく
調査の成果等に関す
る証明等カ

財政課 ６００円 ７００円

水道開栓 水道課 ６００円  ７００円

　問合せ　企画政策課 行革グループ　☎２１―２１１７

【注意事項】
　①「使用料」令和４年１０月１日以後の使用に係る使用料について新料金を適用。
　②「手数料」令和４年１０月１日以後に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料について新料金を適用。

『主な見直しの事例』

〇使用料

※今回見直しを行った一例を紹介しています。使用料等の詳細については各施設等へご確認願います。

〇手数料

今月号から「Jijiya・
Babaya」をおとどけします
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☀☁☀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。

　北海道開拓使から全道各地に配られた果樹の苗のう
ち、後に地域の名産となった余市リンゴは明治１２
（１８７９）年に結実したものが始まりといわれてい
ます。　
　実ったリンゴは、札幌などの市場で高値で取引され
るようになり、黒川、山田両村（当時）を中心に、同
２０年代以降、沢町や梅川、登でもリンゴ栽培をはじ
める人が増えました。同１２年頃には秋田団体が山田
村へ、同14年には筑前団体（現在の福岡県北西部）が
下山道村(豊丘町)へ入植しました。
　『登郷土誌』によると、登地区では同２０年頃から
１haほどにリンゴが植えられており、以降順調に面積
は拡大して、同３０～３５年頃には相当の作付面積が
あったそうです。
　当時のリンゴの価格は生産者の手取りで、１箱１８
㎏の箱詰めで８０銭、越冬貯蔵（雪囲い）したものは
１円８０銭（当時）でした。
　明治末以降、ロシアへの輸出が盛んになり、栽培面
積も順調に増えていた頃から病虫害の被害が大きくな
り、生産者は危機感を抱きます。
　同３７年～３８年頃にはリンゴの木の幹にコモ
（薦）を巻き付け、蛾が卵を生みつけるとそれを取っ
て熱い風呂の湯を掛けたり、火で焼いたりして駆除し
たというお話も見えます。
　同書によると、明治４４年、北海道農業試験場技師
で農学博士の岡本先生が袋掛けの代用として防除用の
札幌合剤を発明され、登地区でも大正元（１９１２）
年から使用されました。
　病虫害対策のほか、地域の生産者さん達は栽培方法
の研究にも熱心でした。昭和のはじめに北大果樹園に
赴任した樋口力蔵技官が剪定（枝を切って形を整える
こと）の重要性を強調して、農家の指導に当たられた
こともあって、登地区の「剪定熱」が高まりました。
そんな中、青森県津軽から、武内さんという方が果樹
の剪定のために登地区にいらっしゃいました。　
　この時の剪定は、見学した栽培農家さんにとって大
変に有意義な機会となったそうで、地域の何人かは先
進地津軽に渡り、彼の地の八木橋さん、渡辺さんお二
人から剪定の技術を学んで帰りました。
　明治３０年代以降の病虫害は北海道や青森など広い

地域の深刻な問題でした。花腐病や実腐病と呼ばれた
モニリア病をはじめとして、同４４、４５年を境に被
害が急激に拡大しました。これに困った青森県では、
果樹園芸学を修めた技師を招くことになり、東北帝国
大学農科大学（現北海道大学）の星野勇三教授に照
会、推薦されたのが島善鄰（よしちか）技師でした。
　星野教授と島技師による調査と判定をもとにした栽
培改善運動によって、青森県のリンゴ産地としての地
位はゆるぎないものになりました。
　こんな話その２５で紹介しましたが、星野教授は、
リンゴ栽培が将来的に有望なことを確信し、北大余市
果樹園において各品種の比較試験や、環境条件の調査
と栽培技術の改善、生産費の研究など幅広い実績は地
域に還元されました。
　また、島技師（後に教授）は、生産者が口をそろえ
て「リンゴの神様」と呼んだ方で、病害虫防除や果樹
園の施肥、土壌管理などに功績を残します。
　樋口技官の指導を長く地域に根付き、昭和２０年代
以降、登地区では「登甚六会」や「登同志会」という
地区の研究会が結成され、剪定や栽培方法についての
研究を続け、同志会が青森県弘前市から招いた小野正
さんの剪定方法は、「小野流」として地域に浸透した
そうです。
　その後も、リンゴの品種改良や、新たな保存方法の
模索、病虫害対策などを乗り越えながらの栽培が続け
られています。

～その217～『登 の リ ン ゴ』

▲写真　リンゴもぎ（大正末期　安芸農園　『登
郷土誌』）
お詫びと訂正　余市町でおこったこんな話８月号
の本文中、７～８行目の「発声した」を「発生し
た」に訂正してお詫びします。
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毎日１０食品を目標に！

問合せ　子育て・健康推進課
　　　　☎２１－２１２２

 

しっかり食べて低栄養を予防しましょう！
　今回は、「低栄養」とその予防法についてお伝えしたいと思います。
「低栄養」とは、食事の量が少なくなる、噛む力が弱くなる、食事内容が偏るなど、なんらかの理由で、栄養
状態が低下し、身体を動かすために必要なエネルギーやたんぱく質が不足した状態を言います。

　朝食、昼食、夕食の 3食きちんと
食べることが低栄養予防の基本。1
度にたくさん食べられない場合は、
間食で補いましょう。

❶ストック・作り置き
　多めに作ったおかずを 1食分ずつ小分けにし、保存用ポリ袋に入れて冷凍しておくと便利です
❷お肉をおいしく！
　お肉が硬いと感じるなら、細かく切ったり、しゃぶしゃぶなどの薄切り肉を使った料理で取り入れましょう
❸食べにくいときはとろみ
　むせる・飲み込みづらいときは、炒め物をあんかけにしたり、汁物にとろみを付けると、飲み込みやすく
　なります

自分でできるひと工夫

　慢性的に栄養が足りなくなって筋肉が落ちると、身体活動がスムーズに行えなくなります。また、転倒し
て骨折するなどの恐れも出てきます。
　体が動かしにくいと運動量は少なくなるため食欲が湧かず、ますます栄養が足りなくなる、という悪循環
に陥ってしまうことも…。特に高齢者の低栄養は寿命に直接かかわる問題なので、予防が大切になってくる
のです。

１日３食は基本中の基本

□ＢＭＩが２０未満
＜ＢＭＩ＝体重 (㎏ )÷身長 (m)÷身長 (m)＞
□半年以内に２㎏以上体重減
□欠食することがある
□肉をあまり食べない
□好きなものばかり食べている
□顔色が悪くなったといわれる

　　　　　　目標ＢＭＩ
～６４歳以上▶２０．０～２４．９
　６５歳以上▶２１．５～２４．９
　　　ＢＭＩ２５以上は肥満

チェックが２つ以上
付いた方は、要注意 !!

【元気に過ごすための食生活】

【こんな様子はありませんか？】

　低栄養を予防するには、様々な食品をバ
ランスよく食べることが重要です。たんぱ
く質を中心に［１０食品のリスト］を毎日
心がけることで自然とバランスよく食事を
とることができます。

たんぱく質の１日当たりの目安量］
●薄切り肉 (３枚 /約６０～７０g)
●魚の切り身（１切れ）
●卵 (１個 )
●納豆１パック

［１０食品のリスト］
❶肉　　　　　　　❻緑黄色野菜
❷魚介類　　　　　❼海藻類
❸卵　　　　　　　❽イモ類
❹大豆・大豆製品  ❾果物
❺牛乳・乳製品    ❿油脂類

それぞれ片手に乗るぐ
らいの量です。朝昼晩
の食事にバランスよく
取り入れましょう♪

【低栄養から始まる、要介護への道】
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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 7 日（水）、21 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 ）

12 日（月） 13:30 ～ 14:30

20 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

21 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

健康と暮らしの情報（９月号）

健康づくり情報

休日当番医

事　業　名 実　施　日 時　　　　間 会　　　　場 備　　　　考

健 康 相 談 15 日（木） 9：00 ～ 15：00 余市町役場 ※ 12 日（月）までに
　申込みが必要です。

認知症の介護相談
20 日（火）

※日程変更の可能
　性があります

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

心 の 健 康 相 談 26 日（月） 10：00 ～ 12：00   倶知安保健所

３日前までに申込み必要
（申込先）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

※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。

当　番　日 医　療　機　関　名 電 話 番 号

9月4日（日） よいち北川眼科医院 22-1308
11日（日） 池田内科クリニック 23-8811
18日（日） 黒川町整形外科クリニック 22-2447
19日（月） よいち整形外科クリニック 48-5000
23日（金） 田中内科医院 22-6125

25日（日） 森内科胃腸科医院（仁木町） 32-3455

10月2日（日） 脳神経外科よいち汐風クリニック 21-5566

　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）
     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

ニコニコたまご教室
（赤ちゃんのお風呂）

余市町に住民票のある妊
婦さん ( 妊娠 38 週までの
方 ) とその家族の方

  ９日（金） 18：30 ～ 20：30
キッズルーム「あっぷる」

※ ( 申込先 )
　　　子育て・健康推進課

１ 歳 ６ か 月 児 健 診 Ｒ３年 2 月生まれ 13 日（火）
受付 11：50 ～ 12：20 福祉センター本館

３ 歳 児 健 診 H31 年 3、4 月生まれ 14 日（水）

こ ど も 相 談
（発育・発達・栄養など）

申込みをされた方
※ 12 日（月）までに
　  申込みが必要です。

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

４ か 月 児 健 診 R4 年 5 月生まれ
27 日（火）

受付 11：40 ～ 12：00
福祉センター本館

1 0 か 月 児 健 診 R3 年 11 月生まれ 受付 12：00 ～ 12：20

※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。

  ※休日当番医の診療時間は９時～ 17 時までです。

※ 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。

子育て情報
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= 募集・お知らせ =

りんごの花  押し花サークル
日　時　９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
　　　　　　　　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・防衛大学校学生・防衛
医科大学校医学科学生・防衛医科大学
校看護学科学生を募集します。
小樽地域事務所では、新型コロナウイ
ルス感染予防対策を万全にして説明会
を随時行っております。
● 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

日　　時　　９月３０日 (金 )　
　　　　　　午後１時～２時３０分
場　　所　　余市消防署　３階講堂
募集方法　  余市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　  ９月１日（木）～２３日（金）
※定員に満たない場合は締め切り後で
も受講できる場合がありますので、余
市消防署まで問合わせください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の
状況により、変更や中止となる場合が
あります。
講習内容　　胸骨圧迫、・ＡＥＤ ( 電
気ショック )の取扱い講習。
●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、消火
器を訪問販売することや特定の業者に

日時９月２日・９日・１６日
　　　３０日（金曜日）
　　　午後１時３０分～３時

定員（①～④とも）　１０名
　　 （定員になり次第締切り）
参加料（使用料を含む）
　各１回　　　  　５００円（①～④）
　 2 回セット　　  ８００円（①）
　４回セット　１，８００円  （②～④）

その他　
・ 体育館窓口または電話で申込み。
・ 健康状態（発熱・高血圧等）により
　お断りする場合があります。
・ 動きやすい服装・運動靴、タオル、
　飲み物は各自ご用意願います。
・ ヨガマットをお持ちの方はご持参く
　ださい。
・ コロナウイルス感染症防止対策にご
　協力をお願いします。
・ 状況によっては、中止になる場合も
　ございます。
申込み・問合せ

　総合体育館　☎２３- ５２１０

　総合体育館健康教室

①ボディコンディショニング
簡単な反復動作で、脚・背中・肩周り
など、全身の調子を整えます。アロマ
や健康情報も発信します。
日時　９月１４日・２８日（水曜日）
　　　　午後１時３０分～３時

②体幹バランスＵＰ
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　９月８日・１５日・２２日
　　　　２９日（木曜日）
　　　午後１時３０分～３時

国立北海道障害者職業能
力開発校からのお知らせ

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　９月８日・１５日・２２日
　　　　２９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。

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

●救命入門コースの開催について 
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「救命入門コース」を次のとおり開
催します。

場所　　北海道障害者職業能力開発校
試験内容　数学、国語、面接
問合せ・申込み
　砂川市焼山60番地

　北海道障害者職業能力開発校
　　　  ☎０１２５‐５２‐２７７４
　　　　　FAX０１２５‐５２‐９１７７

　広報モニター募集の
　お知らせ

毎月、各ご家庭に配布している「広報
よいち」の広報活動に、町民の皆さん
の声を取り入れるため、広報モニター
を募集します。
ぜひ、あなたの率直な感想やご意見を
お聞かせください。
モニター業務内容
広報よいちについての意見や感想など
を Eメールまたは、回答フォームで回
答いただきます。
モニター期間　
　　　令和４年１０月～令和５年３月
対　象　
１０月１日時点で１８歳以上
　（高校生を除く）の町民１０人
応募方法
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、応募の動機 (150 字程度 )、
E メール、ホームページで申込。選考
により決定。選考結果は別途お知らせ
します。
募集期間　９月１６日（金）まで
謝礼　５００円分の図書カードを進呈
応募先
Ｅメールアドレス：
  kouhou@town.yoichi.hokkaido.jp
問合せ　地域協働推進課
　　　　　　　☎　２１- ２１４２

北海道障害者職業能力開発校では、令
和５年度の訓練生を募集しています。
対象者　　　障がいをお持ちの求職者
募集訓練科　
　建設デザイン科、ＣＡＤ機械科、
　総合ビジネス科、プログラム設計科
　総合実務科
願書受付期間　
　１０月３日（月）
　　　　～１０月２１日（金）まで
選考試験
日時　　１１月７日（月）
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= 募集・お知らせ =

余市警察署からの
　　　　　　お知らせ

～車で踏切を渡る時の注意点～
踏切の向こう側に自分の車が停車でき
るスペースがあるか確認してから渡り
ましょう。

敬老の日プレゼント作りの会
９月１７日（土）　午後１時３０分～

キッズルーム「あっぷる」

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
※９月９日（金）、３０日（金）はお
休みです。

児童館行事案内

黒川児童館（☎２３‐４３３８）

敬老の日プレゼント作りの会
９月１１日（日）午後１時３０分～
つどいの広場　　
９月１５日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
しゃぼん玉の会
９月３日（土）　　午後１時３０分～

◎今月のわくわくタイム

※１４日（水）までに申込みが必要

「前の車が進むから自分は渡れる」と
思い込んで、踏切を渡るのは危険です。
①踏切内で遮断機が下りて来る、
②前の車は赤信号などで停車中
③自分は取り残されて動けない
ということが起こりえます。
余市町でも、このような事が起こり、緊
急停止ボタンを押して列車を止め、踏切
を脱出する事例が発生しています。
踏切では一旦停車し、窓を開けて安全確
認をしてから渡りましょう。

～特殊詐欺に注意！～
こんな電話は要注意！
だましのキーワード
○預貯金詐欺
・犯人が通帳を持っていた
・口座が悪用されている
○オレオレ詐欺
・鞄をなくした
・風邪で喉の調子が悪い
・携帯電話の番号が変わった
・女性を妊娠させた
○架空請求詐欺
・未納料金がある
・名義貸しは違法
・電子マネーを買って
・民事裁判になる
○還付金詐欺
・医療費の還付金
・コンビニのＡＴＭに行って
　　　　↓
　　詐欺電話がきたら#9110
問合せ　余市警察署 ☎２２- ０１１０

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

子育て講座『おもちゃの選び方

　　　　　　と遊び方』

講師　Hands on Toy'キンダーリープ

　　　 店長　杉本　英樹氏

つどいの広場
９月１４日（水）　午前１０時～

余市室内楽協会　コンサート２０２２
家庭で楽しむオーケストラ

日　時　９月１０日（土）　
　　　　開場 :午後５時３０分
　　　　開演 :午後６時
会　場　中央公民館 大ホール
入場料　無料
曲　目
♫ジョン・グラム／ Warrior　Past（大
　河ドラマ｢麒麟がくる｣メインテーマ）
♫リチャード・ロジャース／ミュージ
　カル「サウンド・オブ・ミュージッ
　ク」メドレー
♫サン＝サーンス／動物の謝肉祭
♫モーツァルト／交響曲　第２５番
　ト短調
問合せ　余市室内楽協会（牧野）
　　　　☎０９０- １３８２- ７２３７

コミュティ茶屋祭り

３年ぶりの開催となります今回は、感
染対策のためイートインスペースはな
く全てテイクアウトでの提供となりま
す。カレーライス、五目御飯、コロッ
ケなどの軽食や余市りんごカップケー
ク、各種クッキー、焼きドーナツ、マ
フィンなどをご用意しております。当
日購入の食券にステキな景品が当たる
くじもついています。
日　時　９月１０日 (土 )
　　　　　　　　　午前１０～午後２時
会　場　コミュニティ茶屋駐車場
　　　　　　　(入舟４６２番地２）
問合せ　コミュニティ茶屋
　　　　　　　　　☎２２－７２４２

日　時　９月２４日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
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）
　　　　１１時から平松先生のおもし
　　　　ろ課外授業を開催
申込み　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
場所　　余市テラス（黒川町１０丁目
　　　 ３番地２７コープさっぽろ隣）
問合せ　よいちニコニコ食堂　　　 
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

日時　９月１５日（木）午前１０時～１２時
その他  ・９月１日（木）から受付
　　　・密集、密接を避け予約制
　　　・定員(１２名)になり次第締切

◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができるます。当日実施の有無
を確認してからご利用ください。
日時　９月７日（水）
　　　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

◎ミニイベント

商品を斡旋し、販売を依頼することは
ありません。
※掲載内容に関する詳細やご質問などは、
余市消防署まで問合わせください。
問合せ　余市消防署 ☎２３-３７１１

・パステルアート（手形、足形もできます）
日時　９月２８日（水）　
　　　　午前10時～11時30分　　　
　　　　午後1時30分～3時30分
予約　１日（木）から　定員１２名
　　　※定員になり次第締切
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  生 涯 学 習 だ よ り問合せ　教育委員会社会教育課
　　　　☎２３―５００１

　　　　公民館生涯学習教室「寿大学・女性学級」開講式
　　　　　　「ディスコン教室」開催！
　前期健康・生涯スポーツ教室「ディスコン」は７
月５日（火）・１２日（火）に中央公民館で開催さ
れました。
　ディスコンは、小さな円盤
を投げ得点を競う簡単なス
ポーツなので、健康・体力づ
くりに適しているスポーツで
す。　
　参加者は和気あいあいとプ
レーを楽しんでいました。

▲ポイントめがけて！

　　　　　　　　護身術教室
　７月２０日（水）、余市警察署の職員を講師に迎
えて公民館文化教室「護身術教室」が開催されまし
た。
　はじめに護身術の心得に
ついて学び、その後は腕を
掴まれたときや馬乗りにな
られた際の対処法について
レクチャーしていただきま
した。

[ 対 象 者 ]　町内在住の方
[ 料　　金 ]　無料
[ 受付日時 ]　９月５日（月）～随時受付　午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
[ 申込方法 ]　中央公民館窓口または電話で申込みください。（申込教室名、氏名、住所等連絡先をお伺いします。）
　　　　　　 教室参加者へは、後日ハガキにて 詳しい日程等をお知らせします。
[ そ の 他 ]　事故・ケガの場合、主催者側で責任を負いかねますので、必ずご自分で傷害保険に加入してください。
　　　　　　　万一の事故に際しては自己責任にて処理することを誓約願います。また、教室の様子等撮影した写真    
　　　　　　　や動画を社会教育課のＳＮＳ（YouTube・Twitter・Facebook）に投稿する予定となっております
　　　　　　 ので、ご了承願います。
[ 問合せ先 ]　教育委員会社会教育課（中央公民館内）大川町４丁目１４３番地　☎２３－５００１　
　※各教室は、定員になり次第締め切ります。なお、荒天や風水害等や申込人数が少数の場合及び、新型コロナウイルス感
　染症の情勢により中止することがありますのでご了承願います。

後期「健康・生涯スポーツ教室」の申込受付を開始します。
種　目 場　所 開　催　日 内　　　　容

ウォーキング
　　　　（定員１５名）

町内一円
　コース

　　９月２９日（木）
　　　　午前１０時～１２時 町内一円コースを歩きます。

軽　登　山
   　　　（定員１０名） シリパ山

　１０月　６日（木）
　　　　午前１０時～１２時

スキー場を横切って（八十八ヶ所）四十三ヶ所
より遊歩道→山頂　２９５.６mを目指します。

ディスコン
　　　　（定員１２名） 中央公民館

　１２月　６日（火）
　　　　午前１０時～１２時

無理なく、参加者同士で楽しく勝負します。
円盤をポイントめがけて投げ合う競技です。

モルック
　　　　（定員１２名） 中央公民館

 １２月１３日（火）
　　　　午前１０時～１２時

モルックと呼ばれる棒を投げ、木製のピンを倒
して得点を競う競技です。

歩くスキー
　　　　（定員１５名）

ジャンプ台
周辺特設
コース

　１月１７日（火）
　１月２４日（火）
　１月３１日（火）
　　午前１０時～１１時３０分

特設コースで、冬を感じながら無理なく歩くス
キーを行います。

かんじきウォーキング
　　　　（定員１０名）

日程については、令和５年２月号広報にて
お知らせします。
教室は１回の予定です。

かんじきを履き、雪上の不整地をウォーキング
します。

▲向かい合った状態で！

　　　　よいちっ子オリンピック開催
　スポーツを楽しみ、健全な心身の発達と総合的な体力

（走る・跳ぶ・投げる）の向上を目指し、『よいちっ子オリ
ンピック（陸上競技会）』は、町内小中学生・スポーツ少
年団員が参加して下記のように行われます。　
　当日は、選手の皆さんへの温かい声援をお願いします。
期　日　　９月２５日（日）
会　場　　運動公園陸上競技場
競技開始　午前９時　
競技種目　短・中距離走、走幅跳、走高跳、ジャベ
　　　　　リックボール投げ、リレー

　　　　＝寿大学・女性学級の皆さんへ＝
＜寿大学 今月の学習＞
　第６回学習講座　『研修視察旅行』“法隆寺国宝展鑑賞の旅”
日　時　９月１５日（木）午前９時～午後１2時４０分　
見学場所　道立近代美術館
＜女性学級 今月の学習＞
　第６回学習講座『すてきな折り紙』
日　時　９月２６日（月）午後１時３０分～午後３時
場　所　中央公民館３０１号室
講　師　新井田勢津子さん
持ち物　ハサミ、スティックのり
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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　９月１０日（土）・２４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「ライオンがおがお」

　あおぞらとしょかん
　図書館の中から飛び出して、青空の下で楽しい絵本
の読み聞かせを行います。
日時　９月１１日（日）午前１１時～
対象　幼児～大人　　
場所　図書館横広場
　　　（雨天時は図書館２階視聴覚室）
締切　９月９日（金）まで（電話可）
自由参加です。時間までにご来館ください。

　 アルツハイマー月間　＊保険課コラボイベント
　９月の「アルツハイマー月間」に併せて、認知症に
関する本の展示を行っています。今回、並べている本
は、このイベントのために購入した新刊です！９月中
は展示のみですが、１０月からは貸出を開始しますの
で、ぜひご利用ください。
　他にも、多数のイベントが開催されますので、詳し
くは保険課のページをご覧ください。

今月の展示ケース「気になる西洋料理のきのこ」
　町内在住の方からお借りした写真や資料を使って、
秋の味覚「きのこ」を存分に楽しめる展示を行ってい
ます。
　展示内容に合わせた特集本も置いていますので、ぜ
ひ見に来てみてください！
※１０月末までの展示予定です。

木曜映画会・こどもえいがかい
　毎週木曜日、第 1・第３土曜日に、図書館２階視聴
覚室で、楽しい映画を上映中！
　詳しい上映作品は、図書館のホームページをご覧く
ださい。

　　　　　介護予防講話～フレイル予防～

　７月１４日 ( 木 )、寿大学第４回学習講座「介護
予防講話」は、公民館の事業をサポートしている「地
元の『公民館』元気プロジェクト」に協力をいただ
いて開催され、１６名の大学生が参加しました。
　講座では、フレイルとはどんな状態なのか、予防
に欠かせない“指輪っかテスト”などのセルフチェ
ック方法などを講師の水間知子さんから教わりまし
た。

▲フレイル予防にもな
　るジャンケン体操

▲血管年齢の測定 ▲みんなで懐かしい曲
　を！

▲楽器を手にして

　　　　　　音楽療法の体験

　女性学級第４回学習講座「音楽療法の体験」は７
月１１日(月 )に開催され、１７名の学級生が参加
しました。
　はじめに音楽療法のさまざまな効果について学
び、その後は手足を動かしながら歌ったり、いろい
ろな楽器を手にして鳴らしたり、ハンドベル演奏に
取り組んだりと、実際に行われている音楽療法を体
験しました。

ブックスタートフォローアップ事業
　ブックスタートを終えたお子さんを対象に、年齢に
あった絵本選びのコツや手遊びなどをお伝えするイベ
ントです。ぜひご参加ください。
日時　９月２５日（日）午前１１時～
対象　おおむね１歳～３歳くらいまでのお子さん
定員　２０名（先着順）　
場所　図書館２階視聴覚室
締切　９月２３日（金）までに申込みください。
　　　　（電話可）

今月の休館日　毎週月曜日、９月３０日 (金 )は図書整理日
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　【税務課からのお知らせ】ご寄附に感謝

■ 広報よいち（№８５７）令和 4 年９月１日発行　発行 / 余市町　編集 / 地域協働推進課
　　　　　　　　　　　　〒 046-8546　余市郡余市町朝日町 26 番地　☎（0135）21 － 2111 ㈹　FAX（0135）21 － 2144
　　　　　　　　　　　　メール：kouhou ＠ town.yoichi.hokkaido.jp　ＵＲＬ：https://www.town.yoichi.hokkaido.jp/

（順不同、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。）

●まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト応援寄
　附金として
・株式会社ビデオエイペックス　

●余市町社会福祉事業費の一部として
・奥谷　誠一（余市町）
　（故　奥谷　晃啓殿追善供養として） 
　　　　　　　　　　　　一金　１００，０００円

知っていますか ?道の「苦情審査委員制度」

　道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北
海道苦情審査委員」制度です。
　皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査
委員に申立てできます。皆さんに代わって、苦情審査
委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、
必要な調査を行います。
　審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があ
るときは、道の機関に是正や改善を求めます。もちろ
ん、個人情報の保護にも十分配慮します。

♦申立て方法
　　「苦情申立書」に必要な事項を記入し、提出して
ください。また、郵送・ファックス・メールでも申立
てができます。苦情申立書は北海道のホームページか
らでもダウンロードできます。苦情申立書の付いたリ
ーフレットを用意しています。

♦申立て・問合せ
　北海道　総合政策部　知事室　道政相談センター
　〒０６０ー８５８８　札幌市中央区北３条西６丁目
　☎：０１１－２０４－５５２３(直通 )
      FAX：０１１－２４１－８１８１
メール：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
または後志総合振興局　総務課

●余市町スポーツ・文化芸術活動等コンクール賞品
　として
・余市ライオンズクラブ 
　　　　　　　　　　各種賞品等（１５万円相当）

よ い ち の 人 口
 令和４年７月３０日現在

　　人　口　17,679 人　     （+  ９）
　　男　性 　   8,228 人　     （±  ０）
　　女　性　    9,451 人　   （+  ９）
　　世帯数　   9,648 世帯    （+  ９）

転 入　  66 人
転 出　  35 人
出 生　    6 人
死 亡　  29 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　 　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！

国民健康保険税　　３期 ９月２６日（月）

納期限
～今月の税～

９月２６日（月）１７：３０～１９：００
・役場１階　税務課窓口　
・福祉センター本館（富沢町）
※納付書を持参のうえ、お越しください。
　納税相談も実施しています。

納税のお悩みにお答えします！

町道民税　　　　　３期

Q. ケガをしてしまい、近くの銀行
やコンビニへ支払いに行くのが大変
です。どうしたらいいでしょうか。

A. お仕事やケガ等の事情により、銀行
やコンビニ等の窓口で納付できない方に
つきまして、職員がご自宅へ伺って集金
する方法があります。集金時間は月曜日
から金曜日の午後１時から午後７時まで
となります。集金希望の日時を、税務課
納税グループまでご連絡ください。他に、
口座振替やクレジット納付等の方法もあ
ります。詳しいことについては、下記ま
でお問い合わせいただくか余市町ホーム
ページをご覧ください。

　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。

●自宅から納付場所まで行けない

Aさん

職員

職員

右の二次元コードを読み取ると、余市
町ホームページにアクセスします
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