
（文京台緑町 582）

▼創立 80 周年 記念講演会
内容／「田中正造翁の今日的意味ｰ黒澤酉蔵氏
との出会いも含めて」申込不要。日時／ 9月 28
日㈯ 13時。会場／同学黒澤記念講堂1階大ホー
ル。講師／水樹涼子。定員／先着 500 名。詳細
／同大学 創立 80 年記念事業事務局☎ 386-1111

▼ 2013 年度公開講座
①キノコ講座（キノコ観察会への誘い）
内容／ゲームを通してキノコの生態を学び、観
察法や採取保存、食べ方と薬用利用について考
えます。日時／ 10 月 19 日㈯ 9時～ 12 時。会
場／同学。小学 5年以上、一般 80 名。受講料
／1,000円。講師／干場敏博(ほしばとしひろ）。
申込・詳細／ 9月 27 日㈮までに同大学 エク
ステンションセンター生涯学習課☎ 388-4131

（文京台 23）

▼ 2013 年度公開講座
①中学生・高校生のこころの揺らぎと成長～
大人の役割をもう一度考える～　日時／ 10 月
5 日㈯ 13 時～ 15 時。会場／北方圏学術情報
センター ( ポルト ) 会議室Ａ ( 札幌市中央区
南 1条西 22 丁目 )。対象・定員／一般市民お
よび学生、250 名。講師／川﨑直樹・飯田昭人。
申込・詳細／ 9月 25 日㈬までに同大学 エク
ステンションセンター☎ 387-3939 へ

（文京台 11）

▼ 2013 年度公開講座
①リレー講義「法政総合講座 A」　領土、国境
そして国際関係 ( 全 15 回 )
日時／9月25日㈬～平成26年1月22日㈬、（毎
週水曜日）13 時 10 分～ 14 時 40 分 (12 月 25
日㈬、1月1日㈬、1月15日㈬は開講しません)。
会場／同大学 Ｄ202教室(Ｄ館2階)。申込不要。
直接会場へ。詳細／同大学 教務課 ( 法学部係 )
☎ 386-8111( 内線 3214、3226)

（西野幌 59-2）

▼ 2013 年度公開講座
①英語でコミュニケーション !!( 全 4 回 )
日時／ 9 月 24 日㈫、10 月 1 日㈫、8 日㈫、15
日㈫、18 時 30 分～ 20 時。会場／同大学 eDC
タワー 3階・プロジェクト講義室。定員／先着
20 名。受講料／全 4回で 1,000 円。講師／ジョ
エル・ライアン。
②フォトショップ始めの一歩 初級編 ( 全 4 回 )

日時／ 10 月 24 日㈭、31 日㈭、11 月 7 日㈭、
14 日㈭ 18 時 30 分～ 20 時。会場／同大学実習
室 2。対象・定員／パソコンの基本操作ができ
る方、先着 30 名。受講料／全 4回で 3,000 円。
講師／北島 優。持ち物／USBフラッシュメモリ。
③モーションキャプチャ体験講座
日時／ 10 月 26 日㈯ 13 時～ 17 時。会場／同
大学メディアクリエイティブセンター ( 北海道
情報技術研究所 4階）。対象・定員／中学 1年
生～高校 3年生、先着 10 名。※保護者見学可。
講師／向田 茂。【共通（申込）】申込期間／① 9
月 2 日㈪～ 13 日㈮。②③ 9 月 30 日㈪～ 10 月
11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）※①②は道民カレッジ手帳
番号（ない方は「なし」と記入）。③は参加者
全員の名前（ふりがな）・続柄も記入。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

内容／多重債務の悩みがある方を対象に司法書
士による相談会を開催。要予約。日時／ 9 月
12 日㈭ 13 時 30 分～ 16 時。会場／江別保健所
( 錦町 4-1）申込・詳細／ 9 月 10 日㈫ 17 時ま
でに同保健所精神保健福祉係☎ 383-2111 へ

内容／石狩川河川内の樹木伐採を行う方を募
集します。伐採した樹木は、薪などの自家消
費を条件に無償で提供。日時／ 11 月上旬から
を予定。会場／市内中島地先の石狩川新石狩
大橋下流河川敷。申込・詳細／ 9 月 30 日
までに北海道開発局江別事務所計画課☎ 382-
2358、HP ＝ http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/ へ

内容／日常生活の悩みごとの相談に応じま
す。秘密厳守。要予約。日時／ 10 月 6 日㈰
10 時～ 16 時。会場／札幌法務局 2階特設会
場 ( 札幌市北区北 8条西 2丁目札幌第 1合同
庁舎）。詳細／札幌法務局民事行政調査官室
( 金子・菊池 ) ☎ 709-2311( 内線 2153）

4 号室。詳細／江別認知症の人の家族を支え
る会 ( 大麻沢町 5-6 いきいきセンター内 ) 
☎ 387-5657( 水・木 10 時～ 15 時 )

時)

内容／益金は、江別市社会福祉基金、江別市
共同募金委員会へ寄附します。

▼【野幌地区】主催…野幌地区女性団体協議会
日時／ 9月 29 日㈰ 10 時～ 12 時。会場／野
幌公民館。詳細／同会 伊藤☎ 385-0722

▼【大麻地区】主催…江別市赤十字奉仕団大
麻分団 江別保護女性会
日時／ 9 月 29 日㈰ 10 時～ 11 時 30 分。会
場／市役所大麻出張所 2階。詳細／同会 加
藤☎ 386-7630

主催…日本リサイクルネットワーク・えべつ
日時／9月29日㈰、10月12日㈯９時～14時（雨
天中止）。会場／江別市役所正面駐車場（高砂
町６）。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×
2.5 ｍ。アマチュア限定。申込／各開催日の 10
日前（必着）までに、往復はがきに出店希望日・
会場、住所、氏名、年齢、職業、電話・ファク
ス番号、主な出店物、手持ちまたは車出店、希
望ブース数を記入して郵送。申込多数の場合は
抽選。返信はがきには宛名を記入し、裏面には
何も記載しないこと。詳細／同会〠 067-0074
高砂町 10-14、☎・ 385-2917

①おはなしポケット＆シアタートントンさん
のお話会。日時／10月 5日㈯13時～ 15時。
②風の子文庫 真島紀恵子さんの講演。日時／
10 月 6日㈰ 10 時 30 分～ 12 時。
③作って遊ぼう、工作会。日時／ 10 月 6 日
㈰ 13 時～ 15 時。①②③共通…会場／野幌
公民館研修室。詳細／子ども文化ネットワー
ク・江別 高木☎ 383-4733

主催…クルブ　ラティーノ
内容／南米ボリビアの小型弦楽器「チャラン
ゴ」でフォルクローレとジャズのコンサー
トを開催します。日時／ 10 月 6 日㈰ 14 時。
会場／アートスペース外輪船 (2 条 1 丁目 )。
料金／前売：1,800 円。当日：2,000 円。各
公民館、市民会館で発売中。詳細／同コンサー
ト実行委員会 羽場☎・ 387-2566



●自転車には防犯登録と
ツーロック !
防犯登録を忘れずにし、備え付
けのカギ以外にも丈夫なカギを
つけましょう。
●振り込め詐欺に気を付けて！
電話番号が変わった、先に保
証金を払え、必ずもうかるは
詐欺 !!

（全13回）。「新入門」18時30分～19時30分。
● 9月12日～毎週木曜日（全13回）。「初中級」
10時～11時。「初級」11時10分～12時10分。
【夜間英会話】講師／畑中カート。受講料／
15,200円。●9月11日～毎週水曜日（全14回）
「初級」18時30分～19時 30分。「初中級」19
時 40分～20時 40分。
【共通】定員／15名。会場・申込・詳細／江
別国際センター（野幌町10-1イオンタウン江
別2階）☎381-1111（月～金曜日10時～18時、
土日祝日10時～13時）

主催…朗読ボランティアグループ「まちの灯」
日時／ 9 月 11 日㈬、25 日㈬ 13 時 30 分～ 14
時30分。会場／情報図書館2階ビデオ視聴室(野
幌末広町 7)。詳細／同団体 千野☎ 384-1776

主催…江別盆栽同好会
内容／大中小品盆栽、山野草など多数展示。
日時／ 9月 11 日㈬ 10 時～ 16 時 30 分。12 日
は 16時まで。会場／野幌公民館ギャラリー。
詳細／同会幹事 金井☎ 381-6664

日時／ 9月 17 日㈫～ 22 日㈰ 10 時～ 17 時。
会場／野幌公民館大ホール・ギャラリー。
詳細／北陽会事務局  川上☎ 383-4417

【入門クラス】（毎週土曜日）13 時 30 分～
14 時 50 分。【初級クラス】（毎週月曜日）13
時～ 14 時 20 分。（毎週火曜日）14 時 30 分
～ 15 時 50 分。( 毎週火曜日）19 時～ 20 時
20 分。( 毎週金曜日）19 時～ 20 時 20 分。
【中級クラス】（毎週木曜日）18 時 30 分～
19 時 50 分。募集人数／「入門クラス」10
名程度、他各コース若干名。期間／ 10 月～
3月（月 4回）。会場／江別国際センター（野
幌町 10 イオンタウン江別 2階）受講費／入
講金 2,000 円、受講料 3,000 円（月額）、テ
キスト代実費、運営費 1,300 円。申込・詳細
／ 9月 20 日㈮までに江別日中友好の会講座
事務局 柚原 ( ゆはら）☎ 387-0515 へ

主催…江別商工会議所
日時／ 9 月 19 日㈭、【第 1 部】14 時 30 分
～ 15 時 15 分。「若々しい脳を保つために」
さっぽろ北口クリニック院長 武田利兵衛 (た

けだりへえ )。【第 2部】15 時 15 分～ 16 時
30 分。「脳卒中の外科治療ｰ私どもの挑戦ｰ」
禎心会脳疾患研究所所長 上山博康 (かみやま
ひろやす )。会場／えぽあホール。定員／先
着 450 名。申込・詳細／ 9月 12 日㈭までに
同会議所☎ 382-3121 へ

日時／ 9月 20 日㈮～ 22 日㈰。会場／えぽ
あホール。内容／部活動や授業における、生
徒の文化活動の展示や発表です。申込不要。
(1) 展示部門：ギャラリーホワイエ 20 日㈮～
22 日㈰ 9 時～ 17 時、(2) 舞台部門：大ホー
ル 22 日㈰ 13 時～ 16 時。詳細／同校 山崎 
☎ 387-1661、 387-1662

主催…江別腎友会
内容／街頭において意思表示カード、ポケッ
トティッシュ、風船などを配布します。
日時／ 9月 22 日㈰ 10 時～ 12 時。会場／イオ
ン北海道 江別店前 ( 幸町 35 )。詳細／同会 事
務局（渓和会江別病院 透析室内）☎ 382-1111

内容／江別の文化・歴史を描いた江別カルタ
を題材として江別の「昔と今」を映像化し上
映します。江別カルタ大会も開催。※のっぽ
ろ七丁目放送局の支援を得てライブ映像が配
信されます。日時／ 9月 23 日 ( 月 ･ 祝 )13 時
～15時30分 (予定 )。会場／市民会館小ホー
ル。詳細／任意団体江別創造舎事務局（北翔
大学短大部田口研究室）☎ 387-4194、Email
＝ taguchi@hokusho-u.ac.jp

日時／ 9 月 28 日㈯ 10 時～ 15 時。 会場／森
林キャンプ場（西野幌 928）。講師／凧名人・
世界チャンピオン 田中光夫。対象・定員／親
子、小・中学生、先着 50 名。申込・詳細／ 9
月 25 日㈬までにエコ・グリーン事業協同組合
☎ 391-1515（月～金曜日 10 時～ 17 時）へ

主催…北海道・北海道認知症の人を支える家族の会
内容／ (1) 講演「若年性認知症について」～
妻の介護を通して～、(2) 認知症サポーター養
成講座、(3) 介護体験発表。日時／ 9月 28 日
㈯ 13 時～ 16 時。会場／野幌公民館 2 階 3・

【陶芸教室 1】10 月 18 日～ 3月 7 日の第 1・
3・5 金曜日（全 10 回）。13 時 30 分～ 15 時
30分。受講料／ 4,150 円。定員／ 20名。【陶
芸教室 2】10 月 24 日～ 3 月 13 日の第 2・4
木曜日（全 10回）。13時 30 分～ 15 時 30 分。
受講料／4,150円。定員／20名。【ヨガ教室】
10 月 16 日～ 3月 5日の第 1・3・5水曜日（全
10回）。10時30分～12時。受講料／2,000円。
定員／ 30 名。【健康体操教室 1】10 月 16 日
～ 3 月 5 日の毎週水曜日（全 20 回）。14 時
～ 15 時。受講料／ 3,000 円。定員／ 30 名。
【健康体操教室 2】10 月 15 日～ 3 月 4 日の
第 1・3・5火曜日（全 10 回）。14 時～ 15 時。
受講料／2,000円。定員／30名。【七宝教室】
10 月 24 日～ 3月 13 日の第 2・4木曜日（全
10 回）。10 時～ 12 時。受講料／ 8,000 円。
定員／ 16 名。【共通】対象／市内在住の 60
歳以上の方。申込・詳細／ 9月 9 日㈪～ 13
日㈮に、いきいきセンターさわまち（大麻沢
町 5-6）☎ 387-5111 へ

主催…子育て支援ワーカーズきらきら
　手作りおもちゃや木のおもちゃ、絵本など
で親子が楽しく遊べるひろばです。
詳細／同団体 石澤☎ 385-5641

▼きらきらひろば（赤ちゃん～就学前）
日時／毎月第 2・4 月曜日 ( 祝日休み )10 時
～ 14 時。会場／東野幌体育館 研修室 1( 東
野幌町 28-23）。昼食持参可。駐車場有。料
金／ 1家族 100 円。

▼子育ち・子育て応援日曜親子ひろば  
（赤ちゃん～小学生）内容／あおむし人形劇団に
よるパフォーマンスも予定。日時／ 9月 22 日㈰
11 時～ 15 時。会場／ザ・ビック ( 野幌町 10-1)。

主催…江別市国際交流推進協議会
【韓国語講座①】講師／チェ・チョンア。受講
料／13,200円。● 9月25日～毎週水曜日（全
12回）。「初中級」10時10分～11時10分。「中
級」11時15分～12時15分。
【韓国語講座②】講師／キム・ミファ。受講料
／14,200円。●9月10日～毎週火曜日（全13
回）。「初中級」18時～19時。「続入門」19時
10分～20時10分。●9月11日～毎週水曜日

国際テロの未然防止

　北海道警察では、テロの防止
対策を推進しています。
　不審な人や荷物などを見かけ
たときは、お近くの警察署や交
番までお知らせください。
  ＜警察本部外事課・警備課＞☎

地域安全
ニュース


