21

80

36

12

11

しています。次年度以降も継続的に実施していきますので、みなさまのご参

集
消防署が直接住宅用火災警報器

品の消火器と交換出来る場合が
あります。
○悪質な訪問販売等にご注意！
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。
○冬期間における消火栓について

消火栓付近への駐停車や雪捨
ては、有事の際に使用が出来ず、
活動に支障をきたすことがある
のでやめましょう。
◆問合せ 余市消防署
（☎ ―３７１１）

〈「つどいの広場」のお知らせ〉
保育所見学を行います。
◆日時 ２月７日
午前９時～ 時
◆場所
①大川保育所
（大川町 丁目３）
（☎ ―６０１５）
②中央保育所 （美園町 番地 ）
（☎ ―２１５９）
③ほうりゅうじ保育園
（沢町５丁目 ）
※①・②を見学希望の方は、各
保育所へ、③を見学希望の方
は、町民福祉課児童福祉対策
室（☎ ―２１２０）へ事前
に連絡してください。
◆問合せ 町民福祉課児童福祉
対策室（☎ ―２１２０）

23

（火）

23

22

の高揚を図ることや、英語を身近なものとして感じてもらう事を目的に実施

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 ２月 日
◆講習時間 午後 時～５時
◆開催場所 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
名
◆受付期間 ２月１日 ～ 日
※締め切り前でも定員に達した
場合は受講できない場合があ
ります。
◆講習内容 心肺蘇生法（人工
呼 吸・ 心 臓 マ ッ サ ー ジ ）・ 止
血法・異物除去法・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。
○善意で使用された消火器が
補償されます！
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
21

これらの 2 つの事業は、外国人との交流等を通じ国際交流に関する意識

募

―５６７３）

は４０名が参加し、ＡＬＴの先生から英語や絵本の楽しさを学びました。

お知らせ

（富沢町３丁目☎

語での絵本の読み聞かせ、歌、音楽に合わせた体操などを行いました。当日

岡田 正裕 先生
◆申込み・問合せ
農村活性化センター
〈家庭 菜 園 講 座 受 講 者 募 集 〉
酪農学園大学主催による公開
（☎ ―５５６８）
（
講座『家庭菜園講座』を、映像
―２１８９）
配信により受講できます。多数
のご参加をお待ちしています。 〈各種自衛官等募集〉
◆日時 ２月 日
自衛官候補生（男子・女子）、
午前９時～午後０時 分 予備自衛官補（一般・技術）を
◆会場 農村活性化センター
募集します。
◆受講料 １，０００円
※細部応募資格等については、
問合せください。
◆定員
名
◆募集締切 ２月 日
◆問合せ 自衛隊札幌地方協力
本部小樽地域事務所（小樽市
◆講義内容
①『エダマメ、アズキ、インゲ
稲穂２― ―４樽石ビル ）
ンマメの栽培の基本』
（☎０１３４― ―５５２１）
エダマメをはじめとしたマメ
類は家庭菜園の定番です。でも 〈北海道警察官募集〉
北海道警察官を募集します。
意外と収穫できず、がっかりし
採用試験は、年２回実施され
たことはないでしょうか？
栽培管理の基本的な考え方を ます。採用試験・施設見学・業
再度認識し、安定した収穫を目 務内容等の詳細についてはお問
指しましょう。
合せください。
講師 酪農学園大学教授
◆問合せ 余市警察署 警務課
義平 大樹 先生
（朝日町 番地）
②『家庭で作る野菜』
（☎ ―０１１０）
家庭菜園は、わずかな土地や
容器を利用して楽しみながら作
ることができます。今回は野菜
栽培の基礎についてお話ししま 〈余市消防署からのお知らせ〉
す。今年も太陽の下で自分だけ 〇 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
の美味しい野菜作りに挑戦して
みましょう。
民の適切な応急手当が行われる
講師 酪農学園大学教授
ことは、傷病者救命率の一層の

沢町児童館

分

（水）

仲良く交流を深めました。

〈2017. ②広報よいち ８〉
〈2017. ②広報よいち ９〉

分～３時

30

写真 :「英語 de おはなし会」の様子
英語で大型絵本『はらぺこあおむし』
の読み聞かせをしてくれました。

◆問合せ 国際交流推進協議会事務局（企画政策課）☎２１－ 2 １１７
図書館 ☎２２－６１４１

（土）

43

加をお待ちしております。

（土）

午後１時

1 月 22 日（日）図書館で幼児～大人まで英語に興味のある方を対象に英

〈さくらますの船 釣 り は
ライセン ス 制 で す 〉

（月）

（月）

共催：国際交流推進協議会
主催：町教育委員会

30

（水）

20

写真：「GENKI ENGLISH!」の様子
みんなで英国のお菓子「ショート
ブレット」を作りました。

②『英語 de おはなし会』

11

地域三世代交流
「フロアカーリング」
小さな子どもからお年寄りま
で、初めての方でも気軽に参加
できる「フロアカーリング」を
開催します。この機会に楽しく
体を動かしませんか。
◆日時
月 日

15

1 （土）

などを行いました。子どもたちは元気に一生懸命取り組み、他校の学生とも

22

27

（日）

15

（金）

25

◆会場 沢町児童館
◆講師 よいち総合型地域
スポーツクラブの皆さん
◆定員
名（参加無料）
◆申込み締切 ２月 日 まで
※ 電話での事前申込みが必要です
◆持ち物 上靴、動きやすい服装
◆申込み・問合せ

Ｔの先生と英語を使ったカルタなどのゲームやスコットランドのお菓子作り

15

30

30

19

10

23

25

28

1 月 13 日（金）中央公民館の調理室で小学校 4 ～ 6 年生 19 名がＡＬ

（水）

後志管内において、さくらま ▽おひなさま作りの会
すの船釣りを行うにはライセン
２月 日
午後１時 分～
スの取得が必要です。
▽卓球大会
２月 日
午後１時 分～
◆実施期間
３月１日 から５月 日
※事前申込みが必要です
◆取得対象者 遊漁船業者、プ
レジャーボート所有者及び漁
業者で期間中、船釣りにより
「さくらます」を採捕（釣り）
される方
◆釣獲制限 日の出から日没ま
で、１人１日 尾以内（漁業
者除く）
◆申請期間
原則として２月 日 まで
◆問合せ
後志管内さくらます船釣りラ
イセンス制実行協議会事務局
（小樽市漁業協同組合内）
（☎ ０１３４― ―５１３３）
（ ０１３４― ―５１７３）

（土）

２

10

22 22

黒川児童館 （入舟町☎ ―４３３８）

（日）

20

沢町児童館（☎ ―５６７３）

主催：国際交流推進協議会

50

11

30

23

FAX

▽ファンルーム製作の会
２月 日
午後１時 分～
▽ひなまつりの会
２月 日
午後１時 分～

～ＡＬＴ（語学指導助手）との交流事業を実施しました～

2F

30

25

（水）

26

ＥＮＧＬＩＳＨ！！』
①『ＧＥＮＫＩ

23

FAX
23 23

22

22

（土）

15

=
募集・お知らせ
=
=
募集・お知らせ
=

～青年国際交流事業に参加しませんか～

内閣府では、平成 29 年度に実施する青年国際交
流事業（国際青年育成交流事業 / 日本・韓国青年親善
交流事業 /「東南アジア青年の船」事業 / 次世代グロー
バルリーダー事業「シップ・フォー・ワールド・ユース・
リーダーズ」/ 地域課題対応人材育成事業「地域コア
リーダープログラム」）の参加青年を募集しています。

◆問合せ 北海道総合政策部 国際局国際課
☎０１１―２０４―５０９１

