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= 募集・お知らせ == 募集・お知らせ =

りんごの花  押し花サークル
日時　１０月１６日（水）
　　　午前９時３０分～正午
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

　　　２４日（木曜日）
　　　午後１時１５分～２時４５分

③こころと身体を整えるヨガ
日時　１０月３日・１０日・１７日・
　　　２４日（木曜日）
　　　午後３時～４時３０分

④筋力ＵＰトレーニング
日時　１０月４日・１１日・１８日・
　　　２５日（金曜日）
　　　午後１時３０分～３時

定員（①～④とも）　５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　
●傷害保険は各自で加入
●体育館窓口または電話で申込み。
●健康状態（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。
申込み・問合せ

　総合体育館　☎２３- ５２１０

自衛官候補生（男子・女子）を募集し
ます。
● 採用上限年齢の引上げについて
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

日時・会場　１０月１０日（木）
　①中央公民館　　午前１０時～正午
　②福祉センター　午後１時～３時
内容　行政（国道・年金・河川等）に
　関する苦情、意見・要望（相談無料）
本町の行政相談委員
 ●平岩　聖　司　　☎２３- ４６１３
 ●松原　千鶴子　　☎２２- ５７９０

「行政苦情１１０番」（常時、相談可）
　☎０５７０- ０９０１１０

● 消火器の適切な維持・管理
・消火器が風雨にさらされる場所や湿
　潤な場所などに設置されていないか
　確認すること

・腐食が進んでいる消火器は絶対に使
　用しないこと

・消火器は放射、解体等の廃棄処理を
　自ら行わないこと

・不要になった消火器は、回収を行っ
　ている事業者に廃棄処理を依頼する
● 住宅用火災警報器を設置しましょう
　住宅用火災警報器の設置は義務と　
　なっています。まだ設置していない
　ご家庭は、設置をお願いします
● 住宅用火災警報器が鳴動したとき
　の対処法

【火災の時】
　・周りに大声で知らせる
　・１１９番通報し、避難する
　・可能なら初期消火を

【火災ではない時】
　・住宅用火災警報器本体から下がっ
　　ているヒモを引く、あるいは警報
　　音停止ボタンを押す
　・調理等で室内に煙が充満している
　　場合は換気をする　
　・機器によって電池が切れる前に　
　　警報音が鳴る場合もある
● 住宅用火災警報器の維持・管理

【定期的に作動確認をする】
　　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。

【日頃のお手入れ】
　　汚れやホコリが付いている場合は
　　中性洗剤を浸して十分絞った布で
　　軽く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。
問合せ　 余市消防署☎２３- ３７１１

日時　１０月２６日（土）　
　　　午前１１時３０分～午後１時
　　　（毎月１回、第４土曜日開催）
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。
※野菜やお魚、お米などの食材のご寄
　附大歓迎！
食事代　高校生まで無料
　　　　おとな３００円
会場　ワーカーズコープ後志事務所　
　　　（黒川町３丁目４０番地）
　　※北海道信用金庫の斜め向かいです

問合せ　ワーカーズコープ後志事務所
☎４８- ５１０６

今月のわくわくタイム
「親子で制作」カラービニールでハ
ロウィンの衣装を作ります。
日時　１０月１６日（水）
　　　午前１０時～１１時
問合せ　キッズルームあっぷる　　

　☎４８-８８５０

　特設行政相談会

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ

江戸落語の本格派、柳家三之助の落語
独演会です。ウヰスキー通の三之助
が、半年に一度お邪魔しての落語会。
たっぷりと二席お楽しみいただきま
す。ご近所お誘い合わせのうえ、ぜひ
お越しください！
日時　１０月６日（日）
　開場:午後５時３０分／開演:午後６時
場所　余市宇宙記念館
チケット販売（料金は問合せ）
　余市川温泉・cafe CoMo・URLから
ＵＲＬ　http://sannosuke.jp/
※中学生以下は大人同伴であれば無料
問合せ　
　余市落語を楽しもうプロジェクト
　　　（福原）☎042-508-2801
　余市川温泉　☎２２-４１２６
　cafe CoMo　 ☎050-1165-9357

日時　１０月１９日（土）
　開場 :午後１時／開演 :午後１時３０分
場所　中央公民館 大ホール
曲目　余市混声合唱団の歌、わたりど
　り、もう春よ、津軽海峡冬景色、　
　群青、銀河鉄道９９９　ほか
賛助出演　
　♪黒川女声コーラス
　♪歌声サークル コールアミーケ
　♪小樽市立西陵中学校合唱部
　♪小樽市立北陵中学校合唱部
問合せ　余市混声合唱団事務局
　　　　（石川）☎ 090-3395-6624

日時　１０月１２日（土）　
　開場 :午後２時３０分
　開演 :午後３時
会場　中央公民館（入場無料）
曲目　宝島、アラジンメドレー　ほか
部員からのメッセージ
　まだまだ未熟な私たちですが、音楽

の楽しさを伝えるため、心を込めて精

いっぱい演奏します！

　どうぞお気軽にお越しください。み

なさんのご来場をお待ちしています！

問合せ　旭中学校　☎２２- ２０７５

日時　１０月１９日（土）
　☆学習発表会（小・中学部）
　　　午前９時２５分～１１時３５分
　☆高等部祭
　　　午前９時４５分～午後２時
場所　体育館および高等部校舎
問合せ　余市養護学校　

☎２３―７８３１

黒川児童館（☎２３―４３３８）
体を動かして遊ぶ会
１０月２０日（日）午後１時３０分～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
ドッチボールの会
１０月　５日（土）午後１時３０分～
ハロウィン飾り作りの会 

１０月１９日（土）午後１時３０分～
※１０月１６日（水）までに申込み

児童館行事案内

　各種自衛官募集

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

三之助を見たかい？
　　　　　in 余市

　余市混声合唱団
　第３５回合唱のつどい

　旭中学校吹奏楽部
　第３４回定期演奏会

　余市養護学校
　学習発表会・高等部祭

応募作品（高校生以上とします）
・創作、評論、体験記…４００字詰　
　原稿用紙３０枚以内
・随筆…４００字詰原稿用紙４～６枚
・詩…１人１編
・短歌 ･俳句 ･川柳…１人６首（句）
留意点
・４００字詰原稿用紙（枚数厳守）、
　パソコン可。
・原稿末尾に住所、氏名、電話番号　
　を記載すること。
・ペンネームの場合は本名をカッコ　
　書きしてください。
・特定の政治思想・宗教に関わる文　
　章はお断りします。
応募先　余市町入舟町４１３番地
　　　　余市町図書館内
　 　　「余市文芸」編集委員会　宛
締切　１１月３０日（土）
問合せ　編集委員会事務局

　　　（横澤）☎２３- ３９５１

　「余市文芸」４５号
　　　　　　　原稿募集

保育所見学を行います。
日時　１０月８日（火）
　　　午前９時～１１時
場所　
　①大川保育所（大川町１２丁目）
　　　　　　　☎２３- ６０１５
　②中央保育所（美園町４３番地）
　　　　　　　☎２２- ２１５９
　③ほうりゅうじ保育園（沢町５丁目）
　　　　　　　☎２２- ２４０１
申込み・問合せ　１０月４日（金）
　　までに各保育所（園）に申込み

　つどいの広場

日時　１０月２０日（日）　
　　　午前１０時～午後３時
場所　道の駅
※荒天により中止の場合あり
問合せ　ミナクル実行委員会
メール :  minaclemarche@gmail.com
ウェブ :  http://minacle.org

余市・仁木地元発信
マーケット「ミナクル」

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～正午
　　　午後１時～４時
場所　キッズルーム「あっぷる」

日時　１０月６日（日）　
　　　午前９時～午後３時（小雨決行）
場所　道の駅交流広場
※出店希望の方はお問合せください。
問合せ　余市クラブ

　　　　☎ 090-9432-9568

　よいちワイワイフリマ

スクエアダンスは歩くことを基本にし
て、楽しみながら健康の維持・促進が
図られます。体験期間中は無料です。
開催日・会場
①中央公民館　
　１０月１日、８日、２２日（火曜日）
②勤労青少年ホーム
　１０月１５日（火）
時間（①・②とも）
　　　　午後１時３０分～３時３０分
問合せ　余市ＳＤＣプラマネイド　　

　　　（髙）☎２２- ５７８９

　スクエアダンス
　　　　　無料体験講座

①痛み予防ストレッチ
日時　１０月９日・２３日（水曜日）
　　　　午後１時３０分～３時

②体幹バランスＵＰ
日時　１０月３日・１０日・１７日・

　総合体育館健康教室

内容　プルーン収穫とジャム製造体験
日時　１０月１９日（土）　
　　　午前９時３０分～正午
場所　余市紅志高校 農場等
定員　１５名程度（親子で参加も可能
　ですが１組として体験いただきます）
参加費　お問合せください
申込み・問合せ
　１０月 1 ６日（水） 午後４時４５分
　までに余市紅志高校

（大野）☎２３- ３１９１

　余市紅志高校
　　　学校開放講座

とれたて新鮮な野菜や果物、ジャム等
の加工品を販売しています。ぜひ、土
曜日の朝は生産者直送の「まいど市」
へお越しください。
日時　毎週土曜日　午前８時～９時　
会場　道の駅「スペースアップルよいち」
問合せ　ＪＡよいち営農課

　　　　☎２３- ３１２１

    ＪＡよいち女性部
　農産物直売 「まいど市」


