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キッズルームあっぷる　　　      
☎４８-８８５０

つどいの広場
３月１１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
※３月３１日（火）はお休みです。

場所・問合せ

テニポンは北海道様似町発祥の「生涯
スポーツ」です。老若男女、スポーツ
経験を問わず、ルールは簡単で運動量
も適度、どなたでも気軽に楽しめる健
康増進のためのスポーツです。
日　時　３月２７（金）　午後１時～
場　所　総合体育館
申込み・問合せ
　余市テニポン協会（井鳥）

☎２３- ５１４１

　テニポン地域体験
　交流会参加者募集

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３―４３３８）

レトロゲームで遊ぶ会
３月１５日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場
３月１９日（木）　午前１０時～

= 募集・お知らせ =

　各種自衛官募集

● 雪による事故に注意
積雪期になると屋根などからの落氷雪
や雪下ろし作業中の転落、除雪機に巻
き込まれるなどの事故で多くの死傷者
が発生しています。また、気温が上昇
した日は雪解けが進み、屋根などから
の落氷雪が発生しやすくなります。

● 過去に発生した事故の概要
■はしごに乗って屋根の雪下ろし作業中
　バランスを崩して、はしごとともに転倒
■屋根の雪下ろし作業中、足を滑らせて
　屋根から転落
■軒先のつららを落としていたところ、
　落下した氷塊が当たり負傷
■軒下で除雪作業中、屋根からの落雪に
　より埋没して負傷
■除雪機を使用して除雪作業中、除雪機
　に巻き込まれて負傷

● 雪による事故を防ぐため　
　 　  次の点に注意しましょう
■落氷雪のおそれがある軒下などを歩か
　ない
■高所で作業する際はヘルメットを着用
　するほか、転落防止用のロープ、安全
　帯などを適切に使用し安全を確保する
■はしごを使用する際には、はしごの足
　元をしっかり固定し、はしごがずれな
　いよう、ほかの人に押さえてもらう
■エンジンをかけたまま除雪機から離れ
　ない
このような点に気をつけ、除雪作業な
どによる転落事故などが起きないよう
に十分注意しましょう。
問合せ　余市消防署 ☎２３- ３７１１

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

日　時　３月２８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
※野菜やお魚、お米などの食材のご寄
　附大歓迎です！
場所・問合せ
　ワーカーズコープ後志事務所
　（黒川町３丁目４０番地）

☎４８- ５１０６

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
ぬりえの会
３月　７日（土）　午後１時３０分～

= 募集・お知らせ =
　郵送・持参
　　３月２７日（金）～３月３０日（月）
第１次試験日　６月　７日（日）
●海上保安学校
受付期間
　インターネット
　　３月２７日（金）～４月　３日（金）
　郵送・持参
　　３月２７日（金）～３月３０日（月）
第１次試験日　５月１０日（日）
申込み　海上保安庁ホームページをご
　　　　確認ください。　　
※受験資格等の詳細は海上保安庁の
ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.kaiho.
mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu.html）
をご覧いただくか、お問合せください。
申込み・問合せ
　　　　小樽海上保安部 管理課

☎０１３４- ２７- ６１１８

北海道障害者職業能力開発校では、障
がいのある方の入校生を追加募集して
います。
受 付 期 間　４月６日（月）まで
募集訓練科　総合ビジネス科、プログ
　　　　ラム設計科、ＣＡＤ機械科、
　　　　建築デザイン科、 総合実務科
願書配布先　ハローワーク余市

　　　　　　☎２２- ３２８８
申込み・問合せ
　北海道障害者職業能力開発校
　住所 :砂川市焼山 60 番地　　

　☎　０１２５- ５２- ２７７４
　FAX ０１２５- ５２- ９１７７

 国立北海道障害者職業能力
 開発校入校生追加募集

日　時　３月１０日（火）
　　　　午後１時３０分～３時３０分
会　場　農村活性化センター
講　師　農村活性化センター職員
内　容　一般家庭で楽しむ果樹の栽培
　　管理（りんご・ナシ・さくらんぼ・
　　プルーン・その他小果樹類）
募集人数　３０名（先着順）
参加費　無　料
持参するもの　筆記用具・長靴
　　　　　　　防寒着・手袋
申込受付　３月２日（月）～４日（水）
　　　　　午前９時～正午
　　　　　※電話またはＦＡＸで申込み
申込・問合せ　農村活性化センター

☎  ２３- ５５６８
FAX     ２３- ２１８９

　家庭果樹栽培管理
　講習会

自衛官候補生および一般曹候補生・予
備自衛官補（一般・技能）・一般幹部
候補生（一般・歯科・薬剤）・医科・
歯科幹部を募集します。
● 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

竹馬・一輪車・なわとび検定の会
３月２１日（土）　午後１時３０分～

①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　３月５日・１２日・１９日
　　　　・２６日（木曜日）
　　　　午後１時１５分～２時４５分

②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　３月５日・１２日・１９日　
　　　　・２６日（木曜日）
　　　　午後３時～４時３０分

③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　３月６日・１３日・２７日　
　　　　（金曜日）
　　　　午後１時３０分～３時

定　員　５名（①～③）
　　　　 （定員になり次第締切り）
参加料（使用料を含む）
　各１回　　  　５００円（①～③）
　４回セット  １，８００円（①・②）
　３回セット  １，３００円（③）
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

  国税専門官募集

札幌国税局では、国税局や税務署にお
いて、税のスペシャリストとして活躍
する国税専門官を募集しています。
２０２０年度の採用試験の概要は、次
のとおりです。
受験資格　
　●平成２年４月２日から平成１１年
　　４月１日生まれの者
　●平成１１年４月２日以降生まれの
　　者で大学を卒業する見込みの者な
　　ど別に定める者　
申込受付期間
申込みはインターネットにより行って
ください。
　　３月２７日（金）　午前９時～
　　４月　８日（水）　〔受信有効〕
　　申込専用アドレス　http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html
第１次試験　６月７日（日）
　【基礎能力試験、専門試験

　　　（多肢選択式および記述式）】

第２次試験【人物試験および身体検査】

　７月８日（水）～７月１７日（金）
　のうち指定する日
最終合格者発表日　８月１８日（火）
問合せ
　札幌国税局人事第２課採用担当

☎０１１- ２３１- ５０１１
（ 内線２３１５）

　余市税務署（総務課）
☎２２- ２０９３

  海上保安官・海上保安学校
  学生（特別）採用試験

海上保安庁では、令和３年４月採用の
海上保安官および令和２年１０月採用
の海上保安学生（特別）を募集します。
●海上保安官
受付期間　
　インターネット
　　３月２７日（金）～４月　８日（水）

日　時　３月１０日（火）　
　　　　●１歳６か月～３歳　午前１０時～１１時
　　　　●０歳～１歳６か月　午後１時３０分～２時３０分
場　所　キッズルーム「あっぷる」
講　師　man liEN ～マム リアン～　増山　千尋氏
持ち物　水分補給できる物、動きやすい服装でお越しください。
※ヨガスペースの確保のため、使用できない遊具もありますので
　ご了承ください。
問合せ　キッズルームあっぷる　☎４８-８８５０

今月のわくわくタイム
『ベビーヨガ・キッズヨガ　～親子でヨガをしてみませんか？～』


