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　要支援者のケアマネジメントを行う「介護予防支援
事業所」および地域の方々の健康保持のための事業を
行う「地域包括支援センター」が守るべき基準につい
て、新たに市町村の条例により定めることとされました
ので、江別市が定める基準の意見を募集しています。
【条例で定める基準】①指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準。②地域包
括支援センターの人員及び運営に関する基準。
【募集期間】10月 20日㈪まで。【基準概要の配布場所】

　個別的労使紛争のあっせん
　北海道労働委員会では、突然の解雇や賃金未払い
など、労働者個人と使用者間の労働問題に関するト
ラブルの解決を支援する「個別的労使紛争あっせん」
を行っています。お気軽にご相談ください。
「あっせん」窓口（相談・申請）／北海道労働委員
会事務局調整課☎ 204-5667（月曜日～金曜日 8：
45 ～ 17：30　祝日、年末年始を除く）

担当課窓口、市役所情報公開コーナー、市役所大麻出
張所、各公民館ほか。市ホームページにも掲載。【意
見の提出方法】「パブリックコメント意見記入様式」ま
たは任意の用紙に、住所・氏名を明記し、持参、郵
送（必着）、ファクス、Ｅメールで各提出先へ。電話
は不可。【その他】お寄せいただいた意見は、個人を
特定できる箇所を除き公開する予定。意見提出者への
個別通知はいたしません。【提出先・詳細】①福祉課
E-mail=daihyo.hojinshido@city.ebetsu.lg.jp、②介護保険
課E-mail=kaigo@city.ebetsu.lg.jp



日時 /10 月12日㈰10時～11時 30分。会場 /
野幌公民館。詳細 / 公益法人日本詩吟学院北
海道中央岳風会江別支部（藤原）☎383-8286

内容 / 国際交流、ステージや世界の料理販売、
民族衣装の試着など。入場無料。日時 / 10 月
13日（月・祝）12時 30分～16時。会場 / コミュ
ニティセンター。詳細 / 江別国際センター☎
381-1111（月～金10時～18時。土・日・祝日
10時～13時）

内容 /日用品などを廉価で販売。
日時 / 10 月18日㈯10時～13時
30分。会場 / コミュニティセンター。詳細 / 日
赤奉仕団江別分団（伊藤）☎384-4750

内容 / ゲームやダンス、バルーンアートなど。
日時 / 10 月19日㈰ 13時 30 分～15時 30 分。
会場 / 総合社会福祉センター（錦町14-87）。定
員 /25 名。受講料 /500円。持ち物 / 飲み物、
動きやすい服装。申込・詳細 / 江別レクリエーショ
ン協会（西原）☎382- 2846、（浦）☎383- 3988

日時 / ① 10月19日㈰ 9時～14時。②11月8
日㈯、9日㈰11時～15時。会場 / ①イオン江
別店屋外駐車場（幸町35）、②市民会館ホワイエ
小ホール。対象 /アマチュアに限る。申込・詳細 /
日本リサイクルネットワークえべつ☎・ 385-2917

内容 / 講演とその症状にあわせた予防、改善の
実技指導。当日、直接会場へ。日時 /10 月22
日㈬10時～11時 30分。会場 / 野幌公会堂記
念館（野幌代々木町54）。講師 / 生命の貯蓄体
操道東総支部長 鳥本ヒサ子。詳細 / 生命の貯
蓄体操江別すみれ連絡所（吉田）☎383-3371

内容 / 公証人による正しい遺言書の書き方と
任意後見制度について分かりやすく説明。日時
/10 月25日㈯13時 30分～15時 30分。会場
/ 総合社会福祉センター（錦町14-87）講師 /
札幌大通公証役場 公証人 石田敏明。定員 /40
名程度。当日、直接会場へ。詳細 /NPO法人 
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さいわい成年後見センター☎398-4643

内容 / 江別の小麦を使ったピザ、野菜たっぷ
りミネストローネ、サラダ。日時 /11月8日㈯
9時 30分～。会場 / 野幌公民館。定員 / 先着
25名。費用 /1,000円。持ち物 / エプロン、三
角巾、タオル。申込・詳細 / 江別生涯学習イン
ストラクターの会事務局（松山）☎ 383-5751。
留守電に氏名と電話番号を。10月31日㈮締切。

（西野幌 59-2）

詳細 /教務課（公開講座担当）☎ 385-4427
※申込方法など必ずお電話でご確認ください。
●レベルアップ！フォトショップ中級編【全4回】
講師 / 情報メディア学部情報メディア学科 非常
勤講師 北島優。定員 / 先着 30名（パソコンの
基本操作ができる方）日時 /10月30日、11月6
日、13日、20日すべて木曜日18時30分～20時。
受講料 /3,000円。申込 /10月10日㈮まで。
●英語でディスカッション【全 4回】:講師 /
経営情報学部先端経営学科講師 ジョエル・ラ
イアン。定員 / 先着 20 名。日時 /11月 4日、
11日、18日、25日すべて火曜日18時 30 分
～ 20 時。受講料 /1,000 円。申込 /10 月 6日
㈪～17日㈮

（文京台 23）

申込･詳細 / ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ☎ 387-3939、
387-3746、Email=kouzacen@hokusho-u.ac.jp
●「協働」でステップアップする大学と社
会研究とビジネスと行政の新しいカタチ :講
師 /NPO 法人ソーシャルビジネス推進セン
ター理事長 小樽商科大学特任名誉教授 相内
俊一。定員 /60 名。日時 /10 月15日㈬ 18時
10 分～ 19時 40 分。受講料 / 無料。●芸術
教育が担う創造性とイノベーション～北翔
大学とTEDxSapporoこれまでの歩み～ : 講
師 / 教育文化学部芸術学科准教授 浅井貴也。
TEDxSapporo 設立者 ディリップ BK シュナー
ル。TEDxSapporo代表 鈴木卓真。定員 /60名。
日時 /10月19日㈰11時～13時。受講料 /無料。
●北翔大学から世界へ～ 2014ソチ冬季オリ
ンピックの報告。女子アイスホッケーのオリ
ンピック出場までの道程と今後～ :講師 / ゲ
ストアスリート 堀珠花（2014北翔大学卒業）。
スポーツ教育学科准教授 吉田真（ソチオリン
ピック日本選手団本部メディカルスタッフ・ト
レーナー）。定員 / 250 名。日時 /10 月 20日

日㈮締

㈪17時～18時10分。受講料 /無料。※以上、
3講座の申込は10月10日㈮まで。または当日、
直接会場へ。●桃太郎の謎～子ども達に伝え
たい「日本の伝統」豆知識 :講師 / 短期大学
部こども学科教授 佐々木雅史。定員 /200 名。
日時 / 11月 8日㈯ 10時 40 分～ 12時 10 分。
受講料 / 無料。申込 /10 月29日㈬まで。また
は当日、直接会場へ。●コミュニティ心理学
から見る江別市の「強み」～救急車利用に関
する江別市調査より:講師 / 教育文化学部心
理カウンセリング学科教授 小坂守孝。同講師 
橋本菊次郎。定員 / 250 名。日時 /11月15日
㈯ 13時～15時。受講料 / 無料。申込 /11月
5日㈬まで。又は当日、直接会場へ。●ステッ
プアップ美術教室（アートの心に触れる連続
講座）②アートを楽しむ技法【全 4回】: 講
師 / 本学非常勤講師 大井敏恭。定員 /15 名。
日時 /11月 6日㈭～11月27日㈭毎週木曜日
10時～12時。受講料 /6,000円。教材費別途
500円。申込 /10 月 27日㈪まで。●人が集
えば文殊の知恵袋講座⑤私が自然卵を始めた
きっかけ。そしてこれから :講師 /自然卵のク
レープ代表 濱田友美。定員 /30 名。日時 /10
月 21日㈫ 13時 10 分～ 14時 40 分。受講料
/ 同シリーズ 3回で 500円。申込 /10 月10日
㈮まで。●裏千家茶道教室11月コース【全 4
回】:講師 /裏千家 準教授 深井宗久。定員 /8名。
日時 /11月 4日㈫～11月25日㈫ 13時 30 分
～15時 30分。受講料 /5,000円。申込 /10月
24日㈮まで。●おもしろ算数教室【小学2年
生コース・小学6年生コース】:講師 / 教育文
化学部教育学科 教授 松村憲治 ほかゼミ学生。
定員 /20 名。日時 /11月1日、15日、29日す
べて土曜日10時～11時30分。受講料 /500円。
教材費・保険料含む。申込 /10 月 22日㈬ま
で。●調剤事務講座【全 6回】: 講師 / 日本
医療事務協会講師。定員 /20 名。日時 /11月
6日㈭～12月1日㈪18時10分～20時40分。
受講料 /44,400円教材費含む、受験料別途。
申込 /10 月27日㈪まで。

日時 /11月1日㈯14時～16時 10分。会場 / 
コミュニティセンター。費用 /100円。申込・
詳細 / 札幌市立大学サテライトキャンパス☎218-7500

日時 /11月 8日㈯ 9時 30 分～ 12時。会場 / 
イオン江別店（幸町 35）。対象 / 小学 4年～
6年生とその保護者、先着10組。申込・詳細
/ 江別保健所 ☎ 383-2111。10月10日㈮締切。
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