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りんごの花  押し花サークル
日　時　９月１６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 

りんごの花押し花サークル

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。
● 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。
※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

=募集・お知らせ=

「余市文芸」４６号
　　　　　　原稿募集

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。
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（月）
問合せ　編集委員会事務局
　　　　　（横澤）☎２３－３９５１

　福祉のまち「くりやま」にある厚生
労働大臣指定　介護福祉士養成校　栗
山町立北海道介護福祉学校で介護福祉
士のプロを目指しませんか
・介護現場で即戦力として必要とされ
　る人材を育む充実したカリキュラム
・学費は、２年間で約１７５万円（修
　学資金や栗山町独自の奨学金制度の
　サポートあり）
〇見て、聞いて、体験　一日体験入学
　開催します。
日　時
　９月２６日（土）受付９時３０分～
　午前１０時～午後１時（終了予定）
・介護実技体験や模擬授業体験・地元
　食材を使用したランチ談話交流会を
　開催
・交通費を助成　
〇個別進学相談、学校見学は平日夜間、
　土日祝も可能です。

　

問合せ　
〒 069-1508　
　夕張郡栗山町字湯地６０番地
　栗山町立北海道介護福祉学校　
　☎０１２３-７２-６０６０

栗山町立北海道介護福祉学校
の学生（進学・社会人）募集

◀ＨＰはこちら

「北海道立北の森づく
り専門学院」出願受付

■出願資格　
　道内の林業・木材産業関係企業等へ
の就職を希望し、高等学校卒業又は同
等以上の学力を有し、入学時に４０歳
以下の方
■申し込み　

【推薦入試】
　令和２年１０月 １日 (木 )
　　　　　　　　　～１５日 (木 )

【一般入試】
　令和２年１０月１２日 (月 )
　　　　　　　　　～２９日 (木 )
■試験日程等　

【推薦入試】 令和２年１０月２６日 (月 )
試験会場：旭川・札幌・帯広・東京
試験方法：面接

【一般入試】令和２年１１月１６月 (月 )
 試験会場：旭川・札幌・帯広・東京・
　　　　　福岡
試験方法：小論文・面接

問合せ
後志総合振興局産業振興部林務課
☎０１３６-２３-１３８１

　新型コロナウイルス感染症拡大によ
り影響を受ける町内中小・小規模企業
者の皆さまに向け、国、道及び町など
の支援策をとりまとめ、冊子の配布と
最新情報の掲載を行っています。
冊子配布場所
　役場庁舎２階（商工観光課）、
　余市商工会議所、余市観光協会
最新情報掲載先
　町ホームページより「新型コロナウ
　イルス関連事業者様向け情報」をご
　覧ください。
問合せ
商工観光課
☎ ２１-２１２５FAX ２１-２１４４

中小・小規模企業者向け
経済・雇用支援策ガイドブック発行

　本年４月、旭川市に開校した「北海

道立北の森づくり専門学院 ( 略称：北

森カレッジ )」は、林業・木材産業の

幅広い知識と確かな技術を２年間で身

に付けられる専門学校で、北海道の森

林づくりへの意欲に溢れた方を募集し

ています。　

　また、当学院は、「学院説明会」を

開催しますので、興味がある方は、是

非お申し込みください。※詳細は２次

元コードご参照ください。

◀道 HP
　はこちら

日　時　９月２６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（整理券発行）
曲　目　♪牧野時夫／民衆的舞踊組曲
　　　　♪ J.S. バッハ／ブランデン
　　　　ブルグ協奏曲　第５番　他

余市室内楽協会
　　　コンサート 2020
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=募集・お知らせ=

北海道しりべしに
プペルバスを走らせよう

　キングコング西野亮廣さんの「えん
とつ町のプペル」の絵が展示された「プ
ペルバス」を内覧頂けます。
日　時　９月３日（木）
午後３時～５時　余市町図書館
午後６時～８時　焼肉金次郎　駐車場
定　員　
　定員はありませんが、混雑した場合
はお待ちいただく可能性がございます。
参加料　無料
注意事項・その他
● 新型コロナウイルス感染症拡大防
　止のため、名簿へのご記入、内覧時
　の手指消毒とマスクの着用、一度の
　入場人数は２～４名程度で内覧をお
　願いいたします。
● お車でお越しになる場合は、臨時
　観光駐車場ほか、周辺駐車場をご利
　用ください。
● 予約は不要です。
問合せ　
　北海道しりべしにプペルバスを走ら
せよう実行委員会　
（田村 ☎０９０-３７７２-５０９１）

沢町児童館（☎２３－５６７３）
敬老の日プレゼント作りの会
９月 ５日(土)午後１時３０分～
※９月２日（水）までに申し込み
つどいの広場
９月 ９日(水)午前１０時～
しゃぼん玉の会
９月１９日(土)午後１時３０分～

児童館行事案内

キッズルーム「あっぷる」
　　　　 （☎４８－８８５０）
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。
対象者
　　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３０日（水）はお休み
　　詳細はお問い合わせください。

黒川児童館（☎２３－４３３８）
つどいの広場
９月１７日（木）午前１０時～
敬老の日プレゼント作りの会
９月２０日(日)午後１時３０分～

今月のわくわくタイム
子育て講座
「乳幼児のおもちゃの選び方と遊び方」

日時　９月１６日（水）
　　　午前１０時～１１時
講師
　Hands on Toy'sキンダーリープ
　店長　杉本英樹氏
定員　７世帯
受付　９月２日（水）から
申込　キッズルームあっぷる
その他
● 密集、密接を避け予約制とさ
　せていただきます。
● 定員になり次第締め切りとさせて
　いただきます。ご了承ください。

●普通救命講習Ⅱの中止のお問合せ 
　令和２年９月２６日（土）に開催を
予定しておりました普通救命講習Ⅱ
は、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、開催を中止させていただくこ
とになりました。
　なお、今年度の１０月以降の開催予
定は次のとおりです。
▼令和２年１１月２６日（木）
　　　　　　　　　　救命入門コース
▼令和３年２月２５日（木）
　　　　　　　　　　普通救命講習Ⅱ

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

●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
に商品を斡旋し、販売を依頼すること
はありません。
●善意で使用された消火器が補償されます
　余市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の
再充填や新品の消火器と交換できる場
合があります。
※掲載内容に関する詳細やご質問などは、
余市消防署までお問い合わせください。
問合せ　余市消防署 ☎２３-３７１１

　間の狩猟目的以外での入林はお控え
くださるようお願いします。
　エゾシカによる森林等被害を低減す
るため、皆様のご理解とご協力をお願
いします。
問合せ　北海道水産林務部森林環境局
　　　　道有林課道有林管理係　
☎０１１－２０４－５５１９(直通 )

問合せ　余市室内楽協会（牧野）
　　☎０９０-１３８２-７２３７

狩猟期間中における道有林
への入林自粛について

　エゾシカ狩猟期間中（地域によって
異なりますが、多くの地域では１０月
１日から３月３１日まで）は、多くの
狩猟者が道有林へ入林します。　　　
　狩猟に伴う事故防止のため、この期


