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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）

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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