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問合せ　キッズルームあっぷる　　
　      ☎４８-８８５０

節分お面作りの会
１月１８日（土）　午後１時３０分～
※１月１０日(金)までに申し込み

つどいの広場
１月２２日（水）　午前１０時～

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
※１月３１日（金）はお休みです。
場所　キッズルーム「あっぷる」
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１月から新しい歌の練習が始まりま
す。私たちと一緒にハーモニーを楽し
みませんか？毎回、練習のはじめには
ボイストレーニングも行っています。
老若男女、初心者大歓迎です。見学だ
けでも結構ですので、ぜひ一度お越し
ください。連絡をお待ちしています。

  余市混声合唱団
  　　　　団員募集

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３―４３３８）
将棋大会
１月１９日（日）　午後１時３０分～

つどいの広場
１月２３日（木）　午前１０時～

= 募集・お知らせ =

自衛官候補生・予備自衛官補（一般・
技能）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

　各種自衛官募集

日時　１月１０日・１７日・２４日　
　　　・３１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

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　抽選確率の優遇措置や設備な  
　　　　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）
　〒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

● セルフ式ガソリンスタンドを
　  安全に利用しましょう
ドライバーが自ら給油するセルフ式ガ
ソリンスタンドはその手軽さから利用
される方も増え、身近な存在となりま
した。しかし、自動車等への給油に使
われるガソリンや軽油は取扱方法を誤
ると大きな事故につながりかねませ
ん。次の事項に注意して安全な給油作
業を心がけましょう。

■ 停車後は必ずエンジンを停止させ
　 ましょう。
■ 給油する自動車に適した油種を確
　 認しましょう。
■ 静電気除去シートに触りましょう。
　 冬期間は空気が乾燥し、衣類も人
　 体に帯電しやすいものを着用して
　 いるため特に注意してください。
■ 給油ノズルが止まるところまで確
　 実に差し込み給油しましょう。
■ 自動的に給油が止まったら、それ
　 以上の給油はやめましょう。

● ガソリンを携行缶で購入さ
　  れる方へ
令和元年７月に発生した京都府での火
災を受け、ガソリンスタンドでガソリ
ンの携行缶への詰め替え販売をする場
合には、身分証の確認、使用目的の問
いかけを行うようガソリンスタンドへ
要請しています。みなさんのご理解と
ご協力をお願いします。
また、セルフ式ガソリンスタンドにお
いて利用者自らがガソリン携行缶には
給油できません。容器に入れる際には
従業員へ依頼してください。

● 災害情報専用ダイヤル
出動と同時に自動的に合成音声が作成
され、いち早く災害情報を聞くことが
できます。
また、火災以外の出動（救急出動は除
く）についても案内がされます。

　災害自動案内
　　① ２３- ２９９６
　　② ２２- ３１１３

問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

日　時　１月２５日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
　　　　（毎月１回、第４土曜日開催）
食事代　高校生まで無料
　　　　おとな３００円
場所・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）
こまの会～いろいろなこまで遊ぼう
１月１１日（土）午後１時３０分～

子ども会「かるた大会」を開催しま
す。参加チームの関係者をはじめ、た
くさんの地域の皆さんのご来場、ご声
援をお願いします。
日　　時　１月１３日（月・祝）　

　　　　　午前９時３０分～
場　　所　中央公民館 １階和室

  余 市 町 子 ど も 会
　　　 「かるた大会」

= 募集・お知らせ =

今月のわくわくタイム
子育て講座「冬の感染症について」
保健師によるおはなしです。
日時　１月２９日（水）
　　　午前１０時～１１時

日　時　毎週火曜日　午後７時～９時
場　所　中央公民館 ２階２０３号室
申込み・問合せ　
　余市混声合唱団事務局（石川）

　☎０９０- ３３９５- ６６２４

問 合 せ　余市町青少年対策室
　　　　　（子ども会事務局）
　　　     　　 ☎２３-５７４５

日　　時　１月２５日（土）　

　　　　　総　会：午後５時３０分～
　　　　　懇親会：午後６時～
場　　所　ニッカ会館
会　　費　お問合せください
当　　番　昭和３１・４１・５１・　
　　　　　６１・平成８年度卒業生

  沢 町 小 学 校 同 窓 会
　　　 「総会・懇親会」

問 合 せ　沢町小学校同窓会事務局
　　　　　（沢町小学校内）
　　　     　　 ☎２２-３９４１

広報よいち１２月号で、
児童館の開館は１月６日（月）
からとなっておりましたが、

１月７日（火）から
の誤りでした。
お詫びして訂正します。

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　１月８日・２２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　１月９日・１６日・２３日
　　　・３０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　１月９日・１６日・２３日　　
　　　・３０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。

　総合体育館健康教室

　小樽と共同で開催し、今年で５年目となる冬季イベント「余市ゆき物語」開催中です。今年度もニッカ蒸溜所

冬のナイトツアーや駅前のイルミネーション、そして今月末には光と音とアートのコラボイベント、『スノーセッ

ション VOL.2』を 1日限りで開催します。

 申込み・問合せ　（一社）余市観光協会　☎２２―４１１５　 E-mail　info@yoichi-kankoukyoukai.com

小樽・余市ゆき物語　https://www.snowstory.info/

【ニッカ蒸溜所冬のナイトツアー】 ボランティアスタッフ募集中
「余市ゆき物語」のプレミアムイベント「ニッカ蒸溜所冬のナイトツアー」では、ボランティアスタッフを

募集してます。皆さん一丸となって雪とローソクで会場内を幻想的な空間にライトアップしませんか？多くの皆

さんの参加をお待ちしています。

ボランティアをお願いする日　１月１１日、１８日、２５日､ ２月１日の各土曜日
お手伝いをお願いする時間　　午後２時３０分～６時３０分（都合の良い日にち、時間帯だけの参加でもＯＫです）

今年も雪だるま大作戦やります！
　ＪＲ余市駅周辺にかわいい雪だるまたちが出現する１か月。自分で作るもよし、お気に入りを見つけて撮影す

るもよし！たくさん作って、たくさん見つけて、たくさん撮って「＃ヨイチノオモイデ」をつけてＳＮＳへの投

稿をお待ちしています。ゆき物語 Twitter もキャンペーン実施中です。

観光協会からのお知らせ

- お詫びと訂正 -

https://www.snowstory.info/twitter-campaign


