
演目／初日：三十石夢の通い路。二日目：抜
け雀。日時／11月23日㈯19時。24日㈰14時。
料金／前売：（大人）2,000 円、（学生）1,000 円、
（こども）500円。当日：300円増し。通し券（大
人のみ）3,000 円。各公民館、市民会館、喫
茶どもで発売。会場・詳細／ドラマシアター
ども IV（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

▼冬のえべつ・フリーマーケット IN 江別市
民会館
日時／ 12 月 7日㈯、8日㈰ 11時～
15時。会場／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。申込／お問い
合わせください。詳細／同団体〠067-0074 高砂
町10-14、☎・ 385-2917

（文京台緑町 582）

▼ 2013 年度公開講座　　　　　　　　
①第1回　獣医の卵たちによる鳥の勉強会（前編）
日時／ 12 月 7日㈯ 9時 30 分～ 12 時 30 分
②第2回　獣医の卵たちによる鳥の勉強会（後編）
日時／ 12 月 8日㈰ 9時 30 分～ 12 時 30 分
【共通】対象・定員／小学 5年生以上、50名。
講師／同大学獣医寄生虫病学ユニット学生。
申込・詳細／ 11 月 22 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、 387-2805 へ

（西野幌 59-2）

▼図書館見学会　　　　　　　　　　
日時／ 11 月 16 日㈯ 13 時 30 分～ 15 時（集
合時間 13 時 20 分）。会場／同大学図書館（集
合場所 e ＤＣタワー 4 階）。定員／先着 20
名。詳細／同大学図書館☎ 385-3778、http://
www.do-johodai.ac.jp/library/

▼ 2013 年度公開講座
① Excel 2010 初級集中講座
日時／ 12 月 14 日㈯ 10 時～ 16 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／3,000
円。講師／広奥 暢（ひろおくとおる）情報メディ
ア学部情報メディア学科准教授。持ち物／昼
食（お弁当など），USB フラッシュメモリ（作
成データを持ち帰りたい方）、道民カレッジ
手帳（お持ちの方）。申込期間／ 11 月 18 日
㈪～ 29 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

内容／求職中の障がい者の入校生を募集して
います。訓練期間は 1年または 2年間です。
願書受付期間／ 11 月 1 日㈮～ 20 日㈬。詳
細／同校〠 073-0115 砂川市焼山 60 ☎ 0125-
52-2774

主催…（公社）成年後見センター・リーガル
サポート札幌支部　
内容／第 1部：法定相続、遺言に
ついて。第 2部：成年後見制度に
ついて。第 3 部：司法書士によ
る個別相談会。申込不要。日時／
11 月 9日㈯ 13 時 30 分～ 16 時。会場／市民会
館 3階 37 号室。詳細／同団体事務局☎ 280-
7078

内容／出展企業 60 社。身だしなみチェック
コーナー（男女別）や職業相談コーナーがあ
ります。予約不要。履歴書不要。日時／ 11
月 11 日㈪ 13 時～ 18 時。会場／東京ドー

ムホテル札幌  地下 2 階 ピ
アリッジホール・クレスト
ホール（札幌市中央区大通
西 8 丁目）。対象／平成 26
年 3 月卒業予定の大学院生、

大学生、短大生、高専生、専門学校生。詳
細／北海道若年者就職支援センター（ジョ
ブカフェ北海道）〠 060-0004 札幌市中央区
北 4条西 5 丁目三井生命札幌共同ビル 7階
☎ 209-4510、 209-0715、HP ＝ http://
www.jobcafe-h.jp/

　取引や証明に使用される電気メーターは検
定が必要です。有効期限は、電気メーターに
貼られたシールで確認を。詳細／日本電気計
器検定所北海道支社☎668-2437、北海道経済
産業局資源エネルギー環境部電気・ガス事業
室☎709-8353　

主催…江別陶芸会
内容／作品を販売
し、売上金の一部
を福祉関係の施設
などに寄附します。
日時／11月8日㈮、
9日㈯9時～17時。10日㈰9時～16時。会場／
野幌公民館ギャラリー。詳細／同会☎・ 381-
1611（北川）、E-mail=tom-kitagawa55@cap.ocn.ne.jp

 
内容／市内歯科医師が行います。無料フッ素塗布
実施。粗品用意。日時／11月9日㈯14時～17時。
会場／イオン江別店3階文化教室（幸町35）。
詳細／クオレ矯正歯科クリニック☎389-8241

内容／認知症の症状や対応の仕方と認知症患
者の気持ちなどを、専門看護師が DVD を交
えながら説明します。申込不要。日時／ 11
月 10 日㈰ 10 時～ 12 時。会場／野幌公民館 
2 階視聴覚室。講師／江別市立病院 老人看護
専門看護師 山下いずみ。詳細／NPO法人さ
いわい成年後見センター☎ 398-4643

主催…江別混声合唱団　
内容／【1】中山晋平の世界、
【2】世界うためぐり、【3】混
声合唱のための組曲「蔵王」
より。日時／11月12日㈫

18時30分。会場／えぽあホール。料金／500円。
詳細／同団体☎383-2558（大嶋）

内容／●見つめましょう！我が
家の経済～始めませんか♪家計
簿ライフ～。
●何をどれだけ食べたらいい
の？これがあれば便利！
日時・会場／ 11 月 13 日㈬江別友の家（大
麻元町 164-16）、15 日㈮大麻集会所（市役
所大麻出張所 2階）、18 日㈪野幌公民館、19
日㈫中央公民館。いずれも 10 時～ 11 時 30
分。参加料／ 400 円（託児 150 円）。申込・
詳細／江別友の会☎ 387-7205（宮腰）

主催…朗読ボランティアグループ  まちの灯 
日時／ 11 月 13 日㈬、27 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☎ 384-1776 （千野）

厚生労働省 北海道労働局 労働基準監督署（支署）
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