
りんごの花  押し花サークル
日　時　５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

●コンセントのご確認を！
私たちが日常生活で何気なく使用し必
要不可欠な電気製品。しかし、使用方
法を誤ったり、使用環境によっては思
いがけない火災を引き起こしてしまい
ます。安全な取扱い、適切な管理をし
て、電気火災を未然に防ぎましょう。
電気コードからの出火に注意！
・ コードなどを家具の下敷きにしない
　ようにしましょう。
・ コードの被覆が劣化し、傷んでいな
　いか確認しましょう。
・ コードを束ねないようにしましょう。

余市消防署からの
　　　　　お知らせ

= 募集・お知らせ =

作物の栽培や農作業時の交流などを通
して高齢者の皆さまの生きがいづくり
や健康増進など、高齢者福祉の増進を
図るため高齢者で構成された団体・グ
ループ等を対象に登市民農園において
高齢者ふれあい農園事業を実施しま
す。
募集対象　
　町内在住の概ね６５歳以上の方５名
以上で構成された団体・グループおよ
び町内の老人福祉施設等
募集区画等　登市民農園　
                         １０区画
　　　　　　※１団体等につき１区画
　　　　　　（区割りは町で行います）
利用料　　　無料
利用期間  ５月中旬頃から 10 月末まで
申込締切　５月１３日（金）
　（申込み多数の場合は抽選）
その他
・ 耕起、施肥は実施済みです。
・ 開園期間中の土日には野菜栽培に対
　応可能な職員を配置しています。
・ 団体等の皆さんが一緒に協力し合い
　ながら農作業を行うことから、個人
　単位で栽培すること等はご遠慮願い
　ます。
申込み・問合せ
　福祉課　☎２１- ２１２０

「高齢者ふれあい農園事業」
の利用団体募集　

= 募集・お知らせ =

つどいの広場
５月１８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～午後４時
※５月２０日（金）、３１日（火）
　　　　　　　　　　はお休みです

児童館行事案内
黒川児童館（☎２３‐４３３８）

家族に贈るプレゼント作りの会
５月１５日（日）　午後１時３０分～
つどいの広場
５月２６日（木）　午前１０時～

沢町児童館（☎２３‐５６７３）
家族へのプレゼントの会
５月  ７日（土）　午後１時３０分～

ジャガイモ植えの会
５月２２日（日）　午後１時３０分～

　　   salonコウノトリ 高田　知子氏
日時　５月２５日（水）午前１０時～１１時
その他
・５月６日（金）から受付
・密集、密接を避け予約制
・定員（１０名）になり次第締切

◎『ぐんぐんの日』
キッズルームあっぷるで、毎月１回身
体測定ができるます。身長計、体重計
を準備しています。お気軽にお越しく
ださい。
日時　５月１０日（火）
　　　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
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

○　安全ルールを守る
・　飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・　夜間はライトを点灯
・　交差点での信号遵守と一時停止・
安全確認
○　子供はヘルメットを着用
⑵　北海道自転車条例
○　自転車に乗るときは、子供はもち
ろん大人も乗車用ヘルメットをかぶ
り、夜間は自転車の側面に反射器材を
付けるようにしましょう。
○　万が一に備えて、自転車損害賠償
保険等に加入するようにしましょう。
～事業所の飲酒運転根絶取組強化～
○　一定台数以上の自動車を使用する
事業所は、安全運転管理者の選任を行
わなければなりません。
○　法改正により令和４年４月から、
安全運転管理者による運転者の運転前
後のアルコールチェックが義務化され
ます。
～『還付金詐欺』に注意！～

○道内で『還付金詐欺』の被害が多発

しています。

その手口は、公的機関の職員をかたる

者から「還付金があるのでＡＴＭで手

続きをしてください」といった嘘の電

話があり、ＡＴＭを操作させて送金さ

せるという詐欺です。

犯人からの電話は、閉庁日や閉庁時間

帯にもかかってきています。ＡＴＭで

は還付金は受け取れません。このよう

な電話を受けたら、絶対にお金は振り

込まず、すぐに警察に相談してくださ

い。

問合せ 余市警察署 ☎２２- ０１１０

※天候により変更あり

●学校開放講座
今回は花壇苗を使った「コンテナガー
デン寄植えづくり」です。４０ｃｍの
丸型プランターへの寄植えを制作しま
す。ガーデニングに興味や関心のある
方、親子での参加もお待ちしておりま
す。
日時　５月２０日（金）　
　　　午前１０時４０分～１２時１０分
会場　余市紅志高校　農場教室
定員　１０名　
　　（過密防止の観点から先着順とさ
　　せて頂きます）
参加費　１，５００円
申込期日　５月１８日（水）
　　　　　午後４時４５分まで
その他　新型コロナウイルス感染症の
　　　　情勢により中止することがあ
　　　　ります

　余市紅志高校からの
　　　　　　お知らせ

●花壇苗即売会
花壇苗即売会を実施します。農産加工
品も販売予定です。皆さんのお越しを
お待ちしております。
日時　５月１４日（土）　
　　　午前１０時～なくなり次第終了
会場　余市紅志高校
その他　
・ 新型コロナウイルス感染症の流行状
　況により会場変更・中止の可能性が
　あります
・ 新型コロナウイルス感染防止対策と
　して午前９時より会場前で整理券を
　配布し、番号案内順の入場となります
・ 段ボール等の入れ物を持参願います
・ 即売会前の販売はいたしません

コンセントやプラグからの出火に注意！
・ たこ足配線をしないようにしましょ
　う。
・ コンセントやプラグにホコリが溜ま
　らないように手入れをしましょう。
・ 傷みや緩みのあるプラグは使用しな
　いようにしましょう。
テレビや冷蔵庫などのコンセントは特
に死角となりやすい位置にあります。
定期的に確認して管理しましょう。
●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
に商品の販売依頼をすることはありま
せん。
問合せ 余市消防署 ☎２３―３７１１

問合せ　
双日株式会社 北海道支店支店長 工藤
　      担当 環境インフラ事業部 伴
・北海道支店　〒０６０-０００１ 
　北海道札幌市中央区北一条西２-１ 
　札幌時計台ビル
・本社　〒１００-８６９１
　東京都千代田区内幸町２-１-１　
　☎０８０-２０６６-９３０２
　HP https://www.otaru-yoichi-windfarm.com

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いたしま
す。５月２８日（土）より毎週土曜日
朝８時より営業予定です。

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

　ＪＡよいち女性部
　　　　「まいど市」

余市自然散策愛好会では、余市町近隣
の山野草、山菜、きのこ等、自然を観
察しながら会員一同和気あいあいと楽
しく活動していく新規メンバーを募集
しています。
問合せ　平野政弘　
　　　☎０９０-８２７２- ５５０３

　余市自然散策愛好会
　会員募集

自衛官候補生（男子・女子）、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

　各種自衛官募集

長引くコロナ禍の中、心身の健康を保
つためにも年齢や性別に関係なくゆっ
くりとした動きで誰でも楽しめる太極
拳。あなたも始めて見ませんか？
内容　月３回程度の練習（講師あり）
時間　午前１０時～１２時
会場　中央公民館
申込み・問合せ　山﨑　☎２３-６３６０

余市太極拳サークル
　　　　　　会員募集

日時　５月２９日 (日 )
　　　午後１時３０分～４時３０分
会場　余市町中央公民館　３階
　　　301・302 会議室（定員６０名）
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、お越しの際は受付にて連絡先の
ご記入、検温・手指の消毒、マスク着
用にご協力ください。

　双日株式会社
　からのお知らせ

現在、計画検討中の「( 仮称 ) 北海道
小樽余市風力発電所」事業について、
住民の皆さまへの説明会を開催いたし
ます。

余市警察署からの
　　　　　お知らせ

●～自転車の安全利用の促進～
　自転車に乗るときは、正しい交通
ルールやマナーを守り、交通事故に気
を付けましょう。
⑴　自転車安全利用五則
○　自転車は、車道が原則、歩道は例外
○　車道は左側を通行
○　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

日　時　５月２８日（土）　
　　　　午前１１時３０分～午後１時
会　場　余市テラス（黒川町 10 丁目
　　　　3番地 27※コープさっぽろ隣）
　　　　今月から場所が変更になりました。
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）
　　　　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
問合せ　ワーカーズコープ後志事務所
　　　☎０９０- １３００- ８３１４

　よいちニコニコ食堂
　（こども食堂）

申込み・問合せ
（学校開放講座・花壇苗即売会ともに）
　余市紅志高校　大野
　　　　　　　　☎２２- ３８７５

◎ミニイベント
・パステルアート（手形、足形もできます）
日時　５月１９日（木）　
　　　　午前10時～11時30分　　　
　　　　午後1時30分～3時30分
予約　６日（金）から　定員１０名
　　　※定員になり次第締切
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