
場／江別市民会館ホワイエ・小ホール。募集数
( 料金 )／手持ち出店各日 100 店（2,500 円）。
１区画約 2m× 2ｍ。アマチュア限定。 ▼共通
申込／詳細はお問い合わせください。詳細／同団
体〠067-0074高砂町10-14、☎・ 385-2917

主催…江別市国際交流推進協議会
内容／国際交流イベントや世界の料理販売、
ハロウィン、ステージなどをお楽しみください。
※参加無料。日時／10月20日㈰ 12時 30 分
～16時。会場／野幌公民館。詳細／江別国際
センター☎381-1111。祝日を除く（月～金）10
時～18時。（土・日）10時～13時

主催…江別更生保護女性会ほか三団体。内容
／日用品など廉価で販売します。益金は江別市
社会福祉基金、江別市共同募金委員会へ寄付し
ます。日時／10月26日㈯10時～13時30分。
会場／コミュニティセンター。詳細／江別更
生保護女性会☎ 383-2212（田原）

内容／友好都市高知県土佐市の物産
販売会。人気の土佐文旦などの果物、海産物
など特産品が勢ぞろい。日時／ 10 月 26 日㈯、
27日㈰。10時～15時。会場／トンデンファー
ム（元野幌 968-5）。詳細／江別市土佐会事務
局（生涯学習課内）☎ 381-1062（岩渕）

（西野幌 59-2）

▼ 2013 年度公開講座
①伝わるプレゼンテーション～初級パワーポイ
ントの使い方～（全 4回）日時／ 11 月 5 日㈫、
12 日㈫、19 日㈫、26 日㈫ 18 時 30 分～ 20 時。
会場／同大学画像メディア実習室。対象・定員
／パソコンの基本操作ができる方。先着 20 名。
受講料／全 4回で 3,000 円。講師／長尾 光悦（な
がおみつよし）（経営情報学部システム情報学科
准教授）。②レベルアップ！フォトショップ中
級編（全 4回）日時／ 11 月 21 日㈭、28 日㈭、
12 月 5 日㈭、12 日㈭ 18 時 30 分～ 20 時。会
場／同大学実習室 2。対象・定員／ Photoshop
の基本操作ができる方、先着 30 名。受講料／
全4回で3,000円。講師／北島 優（きたじままさる）
（情報メディア学部非常勤講師）。【共通】　持ち
物／筆記用具、USB フラッシュメモリ（作成デー
タを持ち帰りたい方）。申込期間／① 10 月 15
日㈫～ 10 月 25 日㈮。② 10 月 28 日㈪～ 11 月
8日㈮。申込方法／往復はがき、ファクス、Eメー
ルのいずれか。※聞き間違い防止のため、電話
受付はしません。記載事項／講座名、郵便番号、

住所、氏名（ふりがな）・年齢（学生は学校名
と学年）・性別・電話番号、ファクス番号（ファ
クスで申し込みの方）、Eメールアドレス（Eメー
ルで申し込みの方）※道民カレッジ手帳番号
（ない方は「なし」と記入）。申込先・詳細／同
大学 教務課（公開講座担当）☎ 385-4427、
385-4433、Email ＝ hiukouza@do-johodai.ac.jp

▼第 19回シルバーまつり
内容／腐葉土、堆肥、エコ石鹸、野菜、リフォー
ム製品などの販売や包丁研ぎの実演、庭木の
冬囲いの相談、たこ焼きコーナーなど。例年
「腐葉土、堆肥」販売コーナーが混雑します
が、常時事務所で販売していますのでお早め
に。日時／ 10 月 12 日㈯ 9時～ 12 時。会場
／江別市シルバー人材センター（錦町 3-5）。

▼シルバー人材センターの会員がお手伝い
　シルバー人材センターは働く意欲のある健
康な高齢者が、知識・経験・
能力などを活かして、会
員同士仲良く働き、高齢期
の生活と社会参加による
生きがいの充実を図るために活動しています。
樹木の剪定や冬囲い、農作業、家庭教師、駐
車場の管理業務、子守り、清掃などを行います。
　働く意欲のある 60 歳以上の市民を対象に
毎月第１水曜日 9時から 2 時間程度入会説
明会をセンターで開催しています。詳細／同
センター☎ 384-3771

内容／統合失調症で療養されている方の家族を
対象にした学習会。日時／ 10 月 18 日㈮、30
日㈬ 13 時 30 分～ 16 時。会場／江別保健所会
議室 ( 錦町 4-1）。対象・定員／統合失調症患者
の家族（発病からおおむね5年以内）。先着15名。
申込・詳細／ 10 月 10 日㈭までに電話で江別保
健所精神保健福祉係☎ 383-2111 へ

主催…札幌広域圏組合。内容／江別出身でオリ
ンピックに出場した十種競技の
右代 啓祐（うしろけいすけ）選手
を講師に迎え、陸上競技を一緒
に体験します。日時／10月20
日㈰ 13時 30 分～ 16時 30 分。
会場／北翔大学陸上グラウンド

（文京台 23）。対象・定員／小学校 4～ 6年生。
100名（多数時抽選）。申込方法／10月10日㈭（必
着）までにファクス、ハガキ、Eメールのいずれ
か。記載事項／「トップランナー課外授業」と
明記の上、氏名（フリガナ）、性別、学校名、学
年、保護者または引率者名（必須）、住所、電話
番号（ファクスの場合はファクス番号）、右代選
手への質問。申込先・詳細／同組合☎290-1313、
290-1311、Email ＝ top2013@kouiki.chuo.

sapporo.jp、〠 060-0001札幌市中央区北１条西
１丁目明治安田生命札幌北１条西ビル 3階札幌
広域圏組合事務局宛て。※電話での申込不可。

主催…大麻泉小学校 PTA 研修委員会
内容／札幌交響楽団のプロ演奏による素敵な
音色と感動のひととき。日時／ 10 月 7 日㈪
10 時 30 分。会場／大麻泉小学校体育館。その
他／申込不要、上履きを持参の上、直接会場へ。
詳細／大麻泉小学校☎ 386-0737

主催…江別市女性団体協議会
内容／作家千石 涼太郎（せんごくりょうたろう）
氏の講演と「アンサンブル札幌フルーツパ
フェ」のミニコンサート。日時／ 10 月 8 日
㈫ 10 時。会場／野幌公民館ホール。料金／
500 円。その他／当日はマイカップを持参。
託児希望の際はお問い合わせください。詳細
／同団体☎ 382-2707（駒込）、☎ 383-3579（武
田）、☎ 385-3152（鈴木）

主催…江別グロンアップミュージック
内容／第 23 回日本ジャズボーカル大賞「山岡
未樹」江別初公演。日時／ 10 月 8 日㈫ 19 時
30分。会場／市民会館小ホール。料金／[前売]
一般 3,000 円（当日 500 円増）。中高生 500 円。
小学生無料（要保護者同伴・未就学児入場不
可）。[ チケット取扱 ] 大丸プレイガイド・市
民会館・コミュニティセンター・野幌公民館・
えぽあホール・江別グレシャムアンテナショッ
プなど。詳細／市民会館☎ 383-6446

主催…朗読ボランティアグループ まちの灯
内容／ 30周年記念事業で、田中 隆子（たなかたか
こ）さんの朗読と土田 英順（つちだえいじゅん）さ
んによるチェロのコンサート。日時／ 10 月 19
日㈯ 14 時。会場／コミュニティセンター。詳
細／同会☎ 387-0679（渡辺）、☎ 385-1518（橋立）

主催…ドラマシアターども IV　内容／江別在
住の落語家とん暮さんの落語会。日時／ 10 月
19 日㈯ 19 時。料金／ 1,200 円。会場・詳細
／同団体（2条 2丁目７-1）☎ 384-4011

主催…日本リサイクルネットワーク・えべつ

▼フリーマーケット INイオン江別店
日時／ 10 月 19日㈯ 9時～ 14 時。会場／イオ
ン江別店屋外駐車場（幸町 35）。募集数 (料金 )
／手持ち出店60店（2,000円）。車出店10店（3,000
円）１区画約 2m×2.5ｍ。アマチュア限定。

▼秋のえべつ・フリーマーケット IN江別市民会館
日時／ 11 月 9日㈯、10 日㈰ 11 時～ 15 時。会

「健康管理 進める 広げる 職場から」
～健康診断と事後措置の徹底を！～
厚生労働省☎ 03-5253-1111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北海道運輸局札幌運輸支局☎731-7168 石狩森林管理署☎563-6111

　無断入林を防止するた
め、一部林道に監視カメ
ラを設置しています。

安全確保と環境保全は、
クルマの点検・整備から まで




