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今月のわくわくタイム
「親子で制作」　

-クリスマス飾りを作りましょう-
日時　１２月１２日（木）
　　　午前１０時～１１時
問合せ　キッズルームあっぷる　　
　      ☎４８-８８５０

クリスマス工作の会
１２月 ７日（土）
　　　　　　　午後１時３０分～
※１２月４日(水)までに申し込み
風船バレーの会
１２月２１日（土）
　　　　　　　午後１時３０分～

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
　※１２月３０日からお休みです。
場所　キッズルーム「あっぷる」
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１０月２６日（土）に公益社団法人余
市町シルバー人材センター（石川賢治
理事長）の皆さん２３人による奉仕活
動が行われました。
同センターでは毎年１０月の「シル
バー人材センター事業普及啓発促進月
間」に奉仕活動を行っており、役場庁
舎周辺の草刈作業や樹木の剪定作業を
していただきました。

  余市町シルバー人材
  センター 「奉仕活動」

▲役場庁舎前の作業のようす

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３―４３３８）
つどいの広場
１２月１９日（木）
　　　　　　　　午前１０時～
クリスマス会
１２月２２日（日）
　　　　　　　午後１時３０時～

= 募集・お知らせ =

りんごの花  押し花サークル
日　時　１２月１８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

自衛官候補生・陸上自衛隊高等工科学
校生徒（一般）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

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ　各種自衛官募集

①痛み予防ストレッチ
普段あまり意識しない筋肉・関節に負
担の小さな刺激を与え、筋肉の柔軟性、
関節の可動域を広め、凝りや張りを予
防します。
日時　１２月１１日・１８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　１２月５日・１２日・１９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
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　１２月５日・１２日・１９日　
　　　（木曜日）
　　　午後３時～４時３０分

④筋力ＵＰトレーニング
スクワットなどの下半身運動から、腹
筋などの上半身の運動まで、全身を満
遍なく動かし、基礎代謝を上げます。
筋肉に刺激を与え、基礎的な筋力を上
げることで疲れづらい身体を目指しま
す。
日時　１２月６日・１３日・２０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）
　３回セット　１，３００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

　総合体育館健康教室

２０２０年農林業センサス
　

令和２年２月１日現在で、全国一斉
に“農林業の国勢調査”といわれる

「２０２０年農林業センサス」が実施
されます。
この調査は、今後の農林業の政策に役
立てるために５年ごとに実施される極
めて大切な調査です。
令和元年１２月中旬から農林業を営ん
でいる皆様のところに調査員が訪問し
て、調査票に農林業の経営状況などの
記入をお願いしますので、ご協力をお
願いします。
問合せ　地域協働推進課
　広報広聴グループ ☎２１- ２１４２

農林業を営んでいる方へ
【調査協力のお願い】

日　時　令和２年１月１１日（土）
　　　　午前９時２０分～
　　　　午後０時２０分
場　所　中央公民館２階調理講習室
定員・対象　町内小学生の在学児童と
　　　　　その保護者（１０組２５名）
参加費　１組２名８００円（１名増え
　　　　るごとに２００円追加）
持ち物　持ち帰り容器、エプロン、　
　　　　三角巾、タオル
申込み　１２月１６日（月）～２７日
　　　　（金）に電話で申し込み（平日
　　　　午前９時～午後５時まで）
　　　　（定員になり次第締切り）
申込み・問合せ　中央公民館
　  　　　　　　　　☎２３- ５００１

　「親子そば打ち教室」
　参加者募集！

農林業センサス
マスコットキャラクター

「つっちー」団地名

であえーる
まほろば
第 1 団地

Ｂ棟

であえーる
まほろば
第 1 団地

Ｂ棟
募集

区分
子育て 一　般

戸数 ２戸 ４戸

　道営住宅入居者募集

募集住宅

住　所　　黒川町１７丁目
間取り　　２ＬＤＫ
専有面積　５６．３㎡
家　賃　
　　１９,４００円～２８,９００円
駐車場　　３，０６０円／月
　　＊単身用の募集はありません。

入居予定　令和２年４月１日（水）

郵送受付
　１月１５日（水）～２月１５日（土）
現地受付（中央公民館受付窓口開設）
　２月１３日（木）～２月１５日（土）
　　　　　　 午前９時～午後６時
　　※１５日（土）は午後３時まで
入居抽選会　

　２月１７日（月）午前１０時～
抽選会場　中央公民館
その他　抽選確立の優遇措置や住戸内
　　　　設備などはお問い合わせくだ
　　　　さい。

申込書の配布・受付・問合せ
　エムエムエスマンション
　マネージメントサービス（株）
　（道営住宅指定管理者）
　〒047-0032
　小樽市稲穂３丁目１０番１９号
　小樽駅前ビル３階　
　☎０１３４- ３４- １３７３

● ご家庭でのストーブ火災に注
意！！
冬の季節はストーブによる火災が増加
します。
使用者の注意不足による火災が多く発
生しています。次のような対策をして、
火災を予防しましょう。
ストーブの周りは、常に整理整頓
　布団などの可燃物を近くに置いてい
　ると、ふとしたはずみで出火する危
　険性があります。
ストーブの近くでスプレーなどを
使わない
　化粧品や塗料、殺虫剤などのスプ　
　レー缶などは、引火や爆発の危険が
　あるので、ストーブの近くで使用し
　てはいけません。
寝るときは必ずストーブを切る
　ストーブをつけたまま寝ると、寝返
　りをうった際などにストーブに布団
　が接触し出火の恐れがあります。
給油をする際にはストーブを切る
　給油をする際には、必ずストーブを
　切ってから行ってください。

● 誤給油に注意！
ガソリンや軽油を、灯油と間違えてス
トーブに給油し、火災になる事例が起
きています。

〈誤給油を防ぐには〉
①油の種類によって容器の色や形状を
　変える。
②ガソリンは必ず専用の金属容器で保
　管する。
③給油する前に燃料の色を確認する。
④灯油の保管場所と他の油の保管場所
　を変える。

● 電気ストーブを安全に使う
ストーブのうち、石油ストーブが最も
火災の危険が高いと思われがちですが
実際には電気ストーブの火災が最も多
く発生しています。

　・実際に起きた火災事例
　脱衣所内の突っ張り棒にかけてい
　た衣類がストーブ上に落下し出火

ストーブ火災は使用者の取り扱いや不
注意に起因して発生しています。取り
扱いに十分注意して過ごしましょう。
問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

日　時　１２月２１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

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
つどいの広場
１２月　４日（水）
　　　　　　　　午前１０時～

①第 38 回おたのしみクリスマス会
プロのヴァイオリニスト山田綾子さん
による演奏、ダンス「パプリカ」、絵
本の読み聞かせ、イス取りゲーム、お
楽しみ抽選会（子どものみ）等、楽し
い催しがいっぱいです。（入場無料）
家族そろってお越しください。
日　　時　１２月１４日（土）
　　　　　開場:午後１時～
　　　　　開演:午後１時３０分～

  沢 町 児 童 館 母 親
  ク ラ ブ 主 催 行 事

= 募集・お知らせ =
②クラフト教室（キャンドル作り）
ロウを使って自分の好きな色のキュー
ブキャンドルを作ります！
日　　時　１２月２７日（金）
　　　　　午後１時３０分～
対　　象　幼児～大人まで
※幼児（小学生未満）は保護者同伴
参 加 料　無料
申込み・問合せ
　　   沢町児童館　☎２３-５６７３
※②クラフト教室は１２月２６日（木）
までに電話でお申込みください。


