ロゴ
コラム
情報発信コラム
第 1 回 伝えたいことが伝わってますか？
あなたからの情報発信

誰 もがインターネットを通じて情
報発信できる時代になりました。
江別の良さを知ってもらうチャンスも
増えますね。しかし、とってつけたよ
うに「江別の優位性は…」なんて言っ
ても興味を持たれません。スペック自
慢をされてうっとうしいと思われるで
しょう。
一方で、あなたが素直に感じたこと、
心から感じていること、好きなことを
書くと、「そうそう！」と共感してく
れる人が現れます。
「まちを歩いても特に何も感じてい
ない」という人もいるかもしれません
が、それは言葉に変換しなかっただけ。

表現するにはちょっとしたコツがあ
ります。
目に入ったこと、聞いたことなど
の感想を、頭の中で言葉に変換して
みましょう！そして、客観的な事実
を付け加えて、初対面の人たちの前
で自己紹介をするような気持ちで書
きましょう。あなたについて予備知
識のない人に紹介するのですから誰
にでも分かる言い回しで伝えること
が大事です。
「家の近所で久しぶりの親友と贅沢
ランチ」ではなく、
「江別市〇〇町に
絶品ハンバークを出すお店を見つけ
ました！」と書き始めてみましょう。

断水時のトイレ用水などに利用

災害時の協力井戸を募集します
災害などで断水した場合に、生活用水（トイレ・
清掃用）を確保するための「災害時協力井戸」を
募集します。個人や事業所で井戸を所有している
方は、協力をお願いします。申請後、現地調査な
どで登録要件を確認し、登録の可否をお知らせし
ます。
災害時には、災害時協力井戸の「のぼり」と「注
意標識」（いずれも市から提供）を近隣から見え
る場所へ掲示していただきます。
申込 ・ 詳細

危機対策室 ☎ 381-1407

※助け合いの精神に基づく取り組みのため、助成金はありません

登録要件

・継続的に使用できる ・ポンプまたは水

をくみとる道具がある ・無償で水を提供できる ・屋外
など使いやすい場所にある など

三浦嘉大

（みうらよしひろ）

江別市出身、
「江
別市民ブロガー
ズ」代表。現在、
国際交流基金の
「日本語パートナーズ派遣事業」の
日本語教師としてベトナムに滞在中。

飲用井戸などの
適正な維持管理を
一 見 きれ いに 見
える井戸水でも、衛
生管理上の不備で
水 質 の 安 全 性 が問
題となる場合があり
ます。
市では「江別市飲用井戸
等衛生対策要領」を定め、設
置者の方に飲用井戸などの適
正な維持管理や、定期的な水
質検査をお願いしています。
また、設置者に必要な啓発
を行うために、利用状況など
の情報を収集しています。飲
用井戸などをご利用の方はご
連絡をお願いします。
環境課環境保全係
☎ 381-1019

2018.5 広報えべつ
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みんなのひろば

7 月号の掲載依頼は 5 月21 日㈪まで

※ 7 月 7 日以降の内容が対象。紙面の都合で掲載できない場合あり。
FAX

市内団体
フリーマーケット出店者募集
日時：① 5/13 ㈰、6/10 ㈰ ② 5/27 ㈰ いず
れも 9:00 ～ 14:00（雨天中止） 会場：①
江別市役所正面駐車場（高砂町 6）②イオ
ン江別店屋外駐車場（幸町 35） 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☎・ FAX 385-2917

菊作り講習会

無料

菊作りの基礎知識講習会。美しい菊の花
を咲かせる基礎研修会です。
日時：5/27 ㈰ 13:00 ～ 定員：20 名（先着順）
会場：野幌公民館 申込・詳細：江別菊友
会事務局（松下）☎ 384-1034

パークゴルフ初心者講習会

無料

基本的なルール、マナーおよび実技
を指導します。 日時：① 6/11 ㈪ ② 7/4 ㈬
③ 7/25 ㈬いずれも 8:20 受付、8:30 開始。
午前中で終了 会場：あけぼのパークゴル
フ場（あけぼの町 10） 対象：パークゴル
フ歴 2 年未満の初心者 定員：各回先着
12 名。 各回同じ内容のため 1 回のみの参
加となります 申込・詳細：エコ・グリー
ン事業協同組合 ☎ 391-1515

江別すずらん病院
春の健康相談会

地域の皆さんの健康づくりのための講
話。バザーもあります。日時：① 5/17 ㈭
「5 分でわかる、もの忘れ度チェック」 ②
5/18 ㈮「リカバリーストーリー・僕の回
復の道のり」いずれも 13:30 ～ 14:15
※各日、講話後に個別相談を受け付けます
会場・詳細：江別すずらん病院（上江別
442-15）☎ 384-2100 予約不要

無料

田植え体験、運河ボート下り、どじょう
すくい、農産物直販、どん菓子実演配布ほ
か。
昼食の販売もあります（弁当持参も可）。
日時：6/2 ㈯ 10:00 開会 会場：篠津運河

広報えべつ 2018.5		

市とセブン - イレブン・ジャパンの、高
齢者の地域見守り活動に関する協定に基づ
く事業です。 日時：5/24 ㈭ 10:00 ～ 11:30
会場：市民会館 対象：概ね 60 歳以上で
市内のセブン - イレブン各店舗で働きたい
方 25 名 申込・詳細：5/1 ㈫からハローワー
クえべつ ☎ 382-2377（要予約）

市民カレッジ
市民カレッジとは市と市内 4 大
学などの連携で開催する市民向け
講座です。記載があるものを除き、
会場は各大学など / 一部有料 申込方法は
各大学などに問い合わせ。詳細は講座一覧
（公民館・市ホームページで配布）をご覧
ください。詳細：生涯学習課 ☎ 381-1062

☎ 388-4131 FAX 387-2805

▶食育・健康講座Ⅰ ▶食育・健康講座Ⅱ
▶ガーデニング講座Ⅱ
▶人と動物の素敵な関係講座

札幌学院大学（文京台 11）
詳細 / 教育支援課

☎ 386-8111 FAX 386-8113

▶人口減少時代の大学と地域の連携（全 15 回）

公共機関など
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シニア従業員のお仕事説明会
in えべつ 無 料

酪農学園大学（文京台緑町 582）
詳細 / 社会連携センター地域連携課

無料

田植え体験 参加者募集

沿い 川南揚水機場周辺（当別町蕨岱 34 線
南 3 号）※当別駅南口から会場まで無料送
迎車運行 定員：先着 300 名。 子ども 1 人
でも参加可。未就学児は保護者同伴 申込・
詳細：5/25 ㈮まで電話、ファクス、E メー
ルのいずれかで。水土里ネットしのつ中央
（篠津中央土地改良区）☎ 0133-23-2359
FAX 0133-23-2584
E-mail=yamada@shinotsu-chuoh.jp

北 翔 大 学（文京台 23）

詳細 / 地域連携センター ☎ 387-3939

FAX 387-3746 Email=kouzacen@hokusho-u.ac.jp

▶セルフ・イメージを変える（全 2 回）
▶草木染（天然染料）講座（全 4 回）
▶裏千家茶道教室 6 月コース（全 4 回）

▶コミュニケーション力や子育て力を磨く
～エゴグラムで自己理解を深めよう～
▶ 6 月度 人が集えば文殊の知恵袋講座
「初夏の野幌森林公園を歩こう」
▶医療事務講座（全 14 回）
▶ MOS ワード 2013 対策講座（全 4 回）
▶ MOS エクセル 2013 対策講座（全 4 回）
▶メディックファーストエイドチャイルド
ケアプラス・コース（全 2 回）

北海道情報大学（西野幌 59-2）

詳細 / 通信教育学部事務
（公開講座担当）☎ 385-4427

※印は札幌サテライトで開催
▶食のグローバル化と食のブランド化
～これからの日本の農業～※
▶自分がわかる教育カウンセリング
～ SGE 体験（基礎講座）～※
▶あなたの情報は狙われている！！
～詐欺の現状から個人情報特定まで～※
▶「かかりつけ医」
「総合診療医」との上
手な関わり方や地域で果たす役割※
▶ミステリーを 10 倍楽しく読む方法
～日本ミステリーの特徴を知ろう～※
▶伝統的なおもちゃ「水飲み鳥」で考える
環境とエネルギー※
▶これであなたもカウンセラー ～初めて
のアクティブリスニング（傾聴）体験～
▶ナチュラルビジョン：ハイビジョンとは
違う映像の高度化 ～忠実な色再現～※

江別署管内
交通安全マップ掲載中！
江別警察署では、悲惨な交通事故
を１件でも減らすため、管内で交通
事故が多い場所を記した「交通事故
発生マップ」と、取締り重点場所を
記した「交通事故抑止取締重点マッ
プ」をホームページに掲載し、毎月
更新しています。そのほか不審者情
報や防犯に役立つ情報も多数掲載し
ていますので、ぜひご覧ください。
江別警察署 交通課
☎ 382-0110
江別警察署 ホームページ

検索

