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りんごの花  押し花サークル
日　時　８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

　農村活性化センター
　　　からのお知らせ

自衛官候補生・一般曹候補生・航空学
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。
小樽地域事務所では、新型コロナウイ
ルス感染予防対策を万全にして説明会
を随時行っております。
● 採用上限年齢の変更について
　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

=募集・お知らせ= =募集・お知らせ=

じゃがいも掘りの会
８月２１日（土）　午後１時３０分～

キッズルーム「あっぷる」

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～午後４時
※８月３１日（火）はお休みです。

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）

おばけキャッチ大会
８月８日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場　　
８月２６日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
七夕飾り作りの会
８月７日（土）　　午後１時３０分～

日時　８月２５日（水）　
　　　午前１０時～１２時
その他
・８月４日（水）から受付
・密集、密接を避け予約制とさせて
　いただきます
・定員（５世帯）になり次第締め切
　りとさせていただきます
◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができることになりました。身
長計、体重計を準備しています。
日　時　８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、バスタオル
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

※４日（水）までに申込が必要

通行規制区間への進入の
危険性について 

道路で災害が発生した場合などには通
行止め等の規制が実施されます。
通行止め区間へ脇道などから侵入する
と、損壊した道路からの転落や、崩落し
た土砂に巻き込まれる等の重大な事故
に繋がる恐れがあります。
大変危険ですので指定された迂回路の
ご利用をお願いします。
なお、通行規制の状況は次のホーム
ページで公表しています。
通行規制情報　（北海道地区道路情報
の ペ ー ジ ）https://info-road.hdb.
hkd.mlit.go.jp/RoadInfo/index.htm
問合せ　小樽建設管理部維持管理課
　　　　☎０１３４－２５－２４４４

北海道警察官募集中
・採用人員　２２０名程度
・受験資格  平成元年４月２日～
　平成１６年４月１日までに生まれた方
・受付期間７月１日～８月２０日
　　　　　　　　午後５時３０分まで
・第１次試験日　９月１９日
・第２時試験日　
　　　　　１０月下旬から１１月上旬
問合せ 余市警察署 ☎２２-０１１０
　　　北海道警察採用センター
　     ☎０１２０－８６０－３１４

水難の防止
～夏の海　少しの油断が　事故のもと
遊泳禁止区域には、離岸流や急な深みな
どがあり多くの危険が潜んでいます。　
波の力で倒れ、沖に流される危険があ
りますので、保護者の方は、水辺で遊
ぶ子供から目を離さず、近くにいるよ
うにしましょう。
体調不良時やお酒を飲んだ後は、呼吸
が乱れやすく溺れる危険があるので泳
がないようにしましょう。
釣りをする時は、必ず救命胴衣を着用
し、高波時の防波堤や滑りやすい岩場、
流れが速い岸辺などには近づかず、安
全な場所で行いましょう。
水上オートバイは遊泳区域に入らず、
必ず救命胴衣を装着して安全航行に努
めましょう。

余市警察署からのお知ら
せ

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

「借金の事」「消費トラブル」「仕事の
事」「こころの相談」「病気や障がいの
事」「介護の事」「どこに相談したらい
いかわからない」など、様々な事が原
因でお悩みの方の相談をワンストップ
で対応します。相談は無料です。お気
軽にご利用下さい。
日時　８月２３日（月）
　　　　午後１時３０分～３時３０分
場所　余市町中央公民館３０３号室
問合せ　
NPO 法人しりべし圏域総合支援センター
　　　　　　　　　☎４８－５９００

　くらし・なんでも
　　　　　巡回相談会

第 31 回手話を学ぶ会
　( 昼の部 ) を開催します

　手話を学習することを通じて、聴覚
障がい者の方々が抱えている問題を共
に考え、地域における福祉の増進を目
的に開催します。
日　時　
８月２４日～１１月１６日（全１３回）
　毎週火曜日　午前１０時～１２時
場　所　中央公民館又は福祉センター
　　　  入舟分館
参加費　６００円 (テキスト代として )
申込み
　余市町社会福祉協議会
☎２２-３１５６
　余市手話会　中谷
☎２２-７１２７
※過去に手話講座を経験された方の参
　加も可能です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
　のため、募集人数は１５名以内とさ
　せていただきます。

 －ＪＡよいち女性部直売まいど市－
部員が真心を込めて育てたとれたて新
鮮野菜や果物を持ち寄り販売していま
す。１０月２３日まで毎週土曜日朝８
時より営業
会場　道の駅「スペースアップルよいち」
問合せ　ＪＡよいち女性部事務局
　　　　☎２３－３１２１

〇リチウムイオン電池からの火災に注
意しましょう
電気は、私たちの日常生活において必
要不可欠なエネルギーとして社会の
隅々まで深く浸透しています。その一
方、電気や電気製品にかかわる火災は、
増加傾向にあります。
増加傾向の内訳として携帯端末などを
外出先でも充電できるモバイルバッテ
リーなどが急速に普及し、これらに使
用されているリチウムイオン電池から
の火災が増えています。
小型充電式電池が使用されている主な
製品として、携帯電話、スマートフォ
ン、モバイルバッテリー、パソコン、
デジタルカメラ、携帯型ゲーム機など
があります。
●火災を防ぐためには
製品には、電気製品が安全性を満たし
ていることを示す「ＰＳＥマーク」の
表示があるため、確認しましょう。
また、モバイル機器の安全性向上に取
り組む団体（ＭＣＰＣ）が実施する評
価試験に合格した製品には「ＭＣＰＣ
マーク」が表示され、安全な製品を見
極める目安となります。
・各機器を購入した時に付属されてい
る充電器やメーカー指定の物を使用し
ましょう。
・接続部が合致するからといって、充
電電圧を確認せずに使用するのはやめ
ましょう。
・膨張、異音、異臭などの異常が生じ
たものを使用するのはやめましょう。
・充電が最後までできない、使用時間が
短くなった、充電中に熱くなるなどの
異常があった際には使用をやめて、メー
カーや販売店に相談してください。
・容易に取り外せない場所にある小型
充電式電池は、無理に取り外すのはや
めましょう。
・使わなくなった小型充電式電池は、
事業団体が回収するリサイクルへ出し
ましょう。
・ごみ回収方法をよく確認し、可燃ご
みや不燃ごみなどに混ぜて廃棄するの
は、絶対にやめましょう。

問合せ 余市消防署 ☎２３-３７１１

日　時　８月２８日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
対　象　子どもだけでなく、地域の方
　　　　どなたでも参加できます。
内　容　ランチの提供（テイクアウトのみ）
　　　　中学生までのお子様に、工作
　　　　キットをプレゼント
申　込　電話による事前申込み

食事代　高校生まで無料・おとな３００円

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

子育て講座『教えて助産師さん』
　～身体を育てる親子遊び～

講師　小樽ﾏﾀﾆﾃｨｰ＆べびぃケア　　

　　　salonｺｳﾉﾄﾘ

　　　　  　助産師　高田知子氏

※天候により変更あり
つどいの広場
８月２５日（水）　午前１０時～

ＪＡよいち女性部からの
お知らせ

「子どもの人権１１０番」
強化週間

法務局では、子どもの人権についての
専門相談電話「子ども人権１１０番」
を設置しています。いじめや虐待など
子どもの人権に関する悩みをご相談く
ださい。
　また、８月２７日（金）から９月２
日（木）までは、全国一斉「子どもの
人権１１０番」強化週間です。期間中
は、平日の受付時間を延長して、土日
も対応します。
子どもの人権１１０番　
　　０１２０―００７－１１０
　　　　　　（全国共通・通話料無料）
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
８月２７日　～　９月２日の平日
　　　午前８時３０分　～　午後７時
８月２８日（土）・２９日（日）
　　　　　午前１０時　～　午後５時

特定商取引法が改正され、令和３年７
月６日以降、注文や契約をしていない
にもかかわらず、金銭を得ようとして
一方的に送りつけられた商品について
は、消費者は直ちに処分することが可
能となりました 。
一方的に商品を送りつけられたとして
も、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や
処分をしても、金銭の支払は不要です。
事業者から金銭の支払を請求されても、
応じないようにしましょう。
一方的に送りつけられた商品の代金な
どを請求され、支払義務があると誤解
して、金銭を支払ってしまったとして
も、その金銭については返還を請求す
ることができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン

☎１８８へ相談しましょう。
問合せ　福祉課福祉グループ
　　　　☎２１－２１２０

『 絶やすまい　返還つなぐ　強い声 』
北方四島の一日も早い返還は国民の願いです

一方的に送りつけられた
商品は直ちに処分可能に
なりました！！

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

　各種自衛官募集


