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=募集・お知らせ=

りんごの花  押し花サークル
日　時　６月１７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   FAX ２３- ２１８９

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ

自衛官候補生（陸・海・空）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

（小樽市稲穂２-22- ４樽石ビル 2F）
　　　☎０１３４- ２２- ５５２１

　各種自衛官募集

求人を募集している方、
求職中の方へのお知らせ

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
する税務職員を募集しています。
受験資格
高卒見込みの者及び高卒後３年を経過
していない者　
申込受付期間（インターネット）
　　　６月 22 日（月）～７月１日（水）

【申込専用アドレス】　
http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html
※インターネット申込みができない場
合は、人事院北海道事務局へお問合せ
ください。☎ 011-241-1248
　　　　　　　　　　　　　　　　　
第１次試験

【基礎能力試験、適性試験、作文試験】
　　　　　　　　　　９月６日（日）
第１次試験合格者発表日
　　　　　　　　　　10 月８日（木）
第２次試験

【人物試験、身体検査】
10 月 14 日（水）～ 10 月 23 日（金）
　　　　　　　　　のうち指定する日
最終合格者発表日　　11 月 17 日（火）
問合せ
札幌国税局人事第２課採用担当
　　☎ 011 － 231 － 5011 
余市税務署（総務課）（内線 2315）
　　　　　　　　　☎２２－２０９３

後志総合振興局では、余市町ほか関係
機関との連携のもと次の取り組みを実
施しています。

（求人を募集している企業様へ）
　求人を募集している企業様と求職者
のマッチングを実施しています。求人
をご検討されていらっしゃいました
ら、ぜひ以下までお知らせください。

（後志管内での就職を希望される皆様へ）
　後志管内での就職先に関するご相談
を受け付けております。後志管内でお
仕事をお探しの方は以下までご連絡く
ださい。
問合せ
　後志総合振興局産業振興部
　商工労働観光課商工労務係
　しりべし「まち・ひと・しごと」
　マッチングプラン無料職業紹介所
　　　　☎０１３６- ２３- １３６２

●普通救命講習Ⅱの中止について
令和２年６月２７日（土）に開催を予
定しておりました普通救命講習Ⅱ

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

ＪＡよいち女性部が新鮮な野菜や果物
を販売する「まいど市」について、５
月３０日（土）より開催を予定してお
りましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響を考慮して延期する事となり
ました。
開催時期については、今後の状況を踏
まえ、ＪＡよいちＨＰ等にて改めて皆
さまにお知らせします。
問合せ
ＪＡよいち営農課　☎２３－３１２１

　ＪＡよいち女性部
　　　　「まいど市」

は、新型コロナウイルスの収束が見込
めない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７月以降の開催予定
は次のとおりです。
　▼令和２年９月２６日（土）：
　　　　　　　　　普通救命講習Ⅱ
　▼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
●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下さい。
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や消
火器を訪問販売することや、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。
●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を再充填し
たり、新品の消火器と交換出来る場合が
あります。
問合せ  余市消防署 ☎２３－３７１１

　税務職員募集



=募集・お知らせ=

沢町児童館（☎２３－５６７３）
家族へのプレゼント作りの会
６月 ６日(土)午後１時３０分～
（要申込）６月３日（水）まで
つどいの広場
６月 １７日(水)午前１０時～
バドミントンの会
６月２０日(土)
　　　　　　午後１時３０分～
新型コロナウイルス感染症の状
況により中止となる場合があり
ます。

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１２時
　　午後１時～４時
　※６月２９日（月）午後と
　　６月３０日（火）はお休み

今月のわくわくタイム
「親子で制作」
～６月４日は、虫歯予防デー～
かばさんはみがきシートを
　　　　作って遊びませんか？

日時　６月４日（木）
　　　午前１０時～１１時

応募資格　２０歳以上で税務、警察、
　　　　選挙、暴力団員その他反社会
　　　　的勢力に直接関係のない方
報　　酬　４０～７０世帯の訪問で
　　　　　約４０,０００円
期　　間　８月下旬から
　　　　　１０月下旬まで
申込み・問合せ　
地域協働推進課広報広聴グループ 
　　　　　　　　　☎２１－２１４２

２０２０年国勢調査　
調査員募集

　　　　　　　　　　　　　
　
　誤りがありましたので、訂正しお詫び
申し上げます。
Ｐ３「余市町高齢者保健福祉計画・介護保険事
　誤　業計画」推進懇談会委員を公募染ます
　　　　　　　　　↓
　正  「（略）」推進懇談会委員を公募します

Ｐ１７ ２０２０年国勢調査調査員募集
　誤　　文中（略）来年１０月の（略）　　　
　　　　　　　　　↓
　正　　　　　　　　　１０月の（略）
　
 Ｐ１８　健康 ・ 生涯スポーツ教室の表中、 その他の欄
　　　　　　（略） 万一の事故に際しては
　　誤　　　　　　　　　　　　　　 事故の責任 （略） 　
　　　　　　　   　　     　   　↓
　　正   　　　　　  自己の責任（略）　

国勢調査は日本国内に住むすべての人
と世帯を対象とした調査です。町では
１０月の実施に向けて調査員を募集し
ています。主な業務は担当調査区の世
帯に調査票の配布と回収を行う業務で
す。調査を始める前に業務説明会を開
きますので、未経験の方も安心して調

査員として働くことができます。興

味のある方は町ホームページをご覧に

なるか、電話でご相談ください！

総務省では６月１日を「電波の日」と
定め、６月１０日までの「電波利用環
境保護周知啓発強化期間」に電波利用
に関するルールの周知・啓発活動を行
います。
総務省　北海道総合通信局では、電波
の使われ方を監視し、適正な電波環境
の維持に努めています。
電波に関する困りごとやご相談は、お
問合せください。
問合せ
総務省　北海道総合通信局
　　　　☎０１１－７３７－００９９

６月１日は「電波の日」

持続化給付金の申請をサ
ポートします

感染拡大により大きな影響を受ける事
業者の事業の継続を支えるため、事業
全般に広く使える給付金の申請が開始
されました。経済産業省では、ご自身
で電子申請を行うことが困難な方のた
めの完全予約制による申請サポート会
場を開設しています。

【支給を受けるための主な要件】
①新型コロナウイルスの影響により、
　ひと月の売上が前年同月比で５０％
　以上減少している事業者
②２０１９年以前から事業による事業
　収入を得ており、今後も事業を継続
　する意思がある事業者

（①・②のほか法人については資本金・
従業員数による要件あり）
■場所（余市会場）：
         ホテル水明閣（山田町 687）
■開設期間：当面の間（2か月程度）
■予約方法（必ず予約してください）
① Web
②電話（受付専用ダイヤル：24 時間自動応答）
　　　　　　　　　☎ 0120-835-130
③電話
　（オペレーター対応：毎日 9時～ 18 時）
　　　　　　　　　☎ 0570-077-866
　〔いずれも会場番号（余市）0111 が必要〕
問合せ
商工観光課　商工労政グループ
　　　　　　　　☎２１－２１２５
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　５月号広報の訂正について

黒川児童館（☎２３－４３３８）
つどいの広場
６月１８日(木)午前１０時～


