
=募集・お知らせ=

りんごの花  押し花サークル
日　時　１１月１８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    FAX ２３- ２１８９

自衛官候補生（男子 • 女子）・陸上自
衛隊高等工科学校生徒（一般・推薦）
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
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と凍結をくり返し、乾燥路面の中に、
部分的に凍結路面が発生するため、運
転手は急な路面変化に対応出来ずス
リップしてしまうという事が考えられ
ます。
　凍結しやすい場所は、橋の上や交差
点付近、トンネルの出入り口付近、建
物の陰になる所ですが、夜間のブラッ
クアイスバーンなど、発見が難しい路
面もあります。
　ドライバーは、速度を落とし、時間
と心にゆとりをもって運転すると共
に、路面状況に気をつけながら、「急
ハンドル」「急ブレーキ」「急加速」と
いった「急」のつく運転をしないよう
に気をつけましょう。
　また、スリップ事故で死亡事故とな
るケースで最も多いのは「直線道路で
普通車が対向車線にはみ出し、大型や
中型の車と正面衝突をしてしまう事
故」です。
　これは、大型車が近付いてくると、
心理的な圧迫から「左に寄ろう、減速
しよう」と考え、急ハンドルや急ブレー
キをしてしまい、その結果スリップし
事故になるというものです。
　衝突直前の速度が４０km/h を超え
ると死亡事故の割合が高くなるので、
速度を落とし慎重な運転を心がけま
しょう。
問合せ　
　余市警察署　交通課　
　☎２２-０１１０

余市警察署
　　からのお知らせ

～冬型事故の防止～
　１１月、雪が降り始めると、スリッ
プ事故が急増します。
　ドライバーは「雪や氷は滑る」とい
う事をわかっているはずですが、事故
は起きてしまいます。
その原因の一つに
・１１月や１２月の最低・最高気温は、
水が凍結する０度を挟み変化します。
そのため、降雪や降雨後、路面が湿潤

ぜひ本アカウントをフォローいただ
き、まずは "見る "ことから健康づく
りを始めませんか？
　次のウェブサイトアドレス (URL) も
しくは QR コードからアクセスしてく
ださい。

(URL)
 https://twitter.com/Hokkaido_
health

(QR コード )

問合せ
　倶知安保健所　企画総務課企画係
　☎　０１３６－２３－１９５２

「ほっかいどう健康づくりツ
イッター」開設のお知らせ

　北海道では、道民の健康づくりに有
益な情報を、SNS を利用する幅広い世
代に情報発信するため、令和２年４月
より、ツイッターアカウント「ほっか
いどう健康づくりツイッター」を開設
いたしました。
　
　本アカウントでは、
・栄養、食生活
・運動
・休養
・歯科保健
・受動喫煙防止対策

といった健康づくりに関する内容の
他、がん・生活習慣病などの疾病予防
に向けた生活習慣に関する情報につい
て発信しています。



●救命入門コースの中止について
　令和２年１１月２６日 (木 )に開催を
予定しておりました救命入門コースは、
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１２月以降の開催予定
は以下のとおりです。
・令和３年２月２５日 (木 )
　　　　　　　　　　　普通救命講習Ⅱ

●ご家庭でのストーブ火災に注意！
　これからの季節はストーブが原因の火
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、常に整理整頓する。
→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。

※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

余市消防署
　　からのお知らせ
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沢町児童館（☎２３－５６７３）
オセロの会
１１月７日(土)午後１時３０分～
つどいの広場
１１月１１日(水)午前１０時～
卓球の会
１１月２１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）
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
　※１１月３０日(月)お休みです。
　　詳細はお問い合わせください。

黒川児童館（☎２３－４３３８）
ぬり絵大会
１１月１５日（日）午後１時３０分～
つどいの広場
１１月１９日(木)午前１０時～

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
話しです。
日時　１１月１９日（木）
　　　午前１０時～午前１１時
定員　７世帯
受付　１１月５日(木 )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。

キッズルームあっぷるで毎月１回身体
測定が出来る事になりました。
「ぐんぐんの日」
日時　１１月５日(木 )
　　　午前９時３０分～１２時
　　　午後１時　　　～４時
持ち物　母子手帳
その他
●身長計、体重計を準備しています。
お気軽に身体測定にきてください。

化週間」です。期間中は、平日の受付
期間を延長し、土日も対応します。
受付時間
平日
　午前８時３０分～午後５時１５分
　（年末年始を除く）
強化週間中の受付時間
　１１月１２日 (木 )、１３日 (金 )
　　　　１６日 (月 )～１８日 (水 )
　午前８時３０分～午後７時
　１１月１４日 (土 )、１５日 (日 )
　午前１０時～午後５時

問合せ　女性人権ホットライン
　　　　☎０５７０-０７０-８１０
　　　　　( 全国共通ナビダイヤル )

全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間のお知らせ

　法務局では、女性の人権についての
専用相談電話「女性の人権ホットライ
ン」を設置しています。夫やパートナー
からの暴力やセクハラなど女性の人権
に関する悩みをご相談ください。
　また、令和２年１１月１２日 (木 )
から１１月１８日 (水 ) までは、「全
国一斉「女性の人権ホットライン」強

リコールに関する
　　　　重要なお知らせ

　リコール対象製品を未処置のまま使
用すると、一酸化炭素 (無臭 )が室内
に漏れ出し死亡事故に至るおそれがあ
ります。
　リコール対象製品をお持ちの場合
は、直ちにご使用を中止し、下記まで
ご連絡をお願いします。
[リコール対象製品 ]
・ナショナル製　FF 式石油暖房機
　　　　　　　　　　　　　25 機種

　リコール対象製品の品番「OK- ●●
●●」は下記ホームページにてご確認
ください。
(web サイト )
　https://panasonic.com/jp/

(QR コード )

リコール対象製品は１台当たり５万円
での引き取りとなります。
問合せ
　パナソニック株式会社　FF 市場対
策本部　専用フリーダイヤル

９月１９日～１０月２２日の本町の空間放射線量率は「平常レベル」でした。
（最高値：４１nGy/h、最低値：３７nGy/h、平均値：３８nGy/h）※平常時は１０～６０ nGy/h 程度

余市町の空間
放 射 線 量 率

　　　☎０１２０－８７２－７７３
受付時間　午前９時～午後５時
　　　（土・日・祝日・弊社休日を除く）


