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暮らしナビ

　北海道では 7 月から 9 月にかけて台風が上陸し、風雨による被
害をもたらすことがあります。江別市でも昭和 56 年に集中豪雨に
より河川が氾濫し、大きな被害をもたらしました。
　河川が氾濫する可能性が高まってきた場合、テレビ、ラジオ、Ｅ
メールなどにより市から次の避難情報を発信しますので、浸水想定
区域 ※（河川が氾濫したときに、水が浸る地域）にお住まいの方は、
適切な行動を取るようお願いします。

第 2 回   水害時の避難について
　　　　～河川が氾濫しそうなとき、どう行動するか～

防災情報コラム

洪水予報の緊急速報メールについて
　国土交通省では、国が管轄する河川に氾濫のおそ
れがある場合、携帯電話事業者が提供する緊急速報
メールを活用した洪水情報の配信を運用しています。

販売期間	

①避難準備・高齢者等避難開始
　避難行動に時間を要する方は避難を開始し、そのほかの方は避
　難準備をしてください。
②避難勧告
　浸水想定区域にお住まいの方は、避難を開始してください。
③避難指示（緊急）　避難が完了していない方は、すぐに
　避難を開始してください。
※ 浸水想定区域は、市のホームページや各世帯に配布
している「防災あんしんマップ」で確認してください。

  危機対策室 ☎ 381-1407

 

【配信される対象河川】
石狩川、千歳川、夕張川、旧夕張川、豊平川、篠津川、
美唄川、須部都川、幾春別川、月寒川、望月寒川
※配信されても、すぐには江別市へ影響がない河川
もありますので、避難行動は市が発信する避難情報
に基づいて行ってください。

　なお、河川の詳しい情報は国土交通省のホー
ムページ「川の防災情報」をご覧ください。
HP=https://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
  国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部
　　     河川整備保全課 ☎ 611-0340

～お気軽にご相談ください～

成年後見支援センター

成年後見支援センター
総合社会福祉センター内

（錦町 14-87）
受付時間 月～金曜（祝日除く）
8:45 ～ 17:15  ☎ 375-8988

　成年後見制度を利用するには、親族が家庭裁判所に申立
てを行う必要がありますが、申立てをする親族がいない場
合、市が代わりに申立てを行うことができます。また、制
度を利用するための費用を負担できない方は、一定の要件
で、市から助成を受けることもできます。詳しくは介護保
険課 ☎ 381-1067 または障がい福祉課 ☎ 381-1031 へご相
談ください。

　認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分
ではない方の権利や財産を守る法律上の制度に「成年後見
制度」があります。当センターでは、高齢者や障がいのあ
る方の生活や財産に関する不安や困りごとの相談に応じ、
本人にとってより良い支援の方法を一緒に考えます。
　また、親族が成年後見制度を利用する場合に、家庭裁判
所に必要な書類を提出する「申立て」のアドバイスなどを
行います。

財産の管理や権利に関するご相談をお受けします

もの忘れがひどい…

書類手続きが難しい… 必要ないものを買わされてしまわないか心配

金融機関の手続き
が不安…

昭和 56 年の水害

い　　い　　ぼ　　う　　さ　　い
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市内団体

  フリーマーケット出店者募集

日時：7/22 ㈰ 9:00 ～ 14:00（雨天中止）　
会場：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
☎・FA X 385-2917

  野幌古民具・骨董市

　骨董・古美術品の無料査定や買い入れ
相談、展示即売など。売上金の一部は社会
福祉協議会へ寄附。  日時：7/14 ㈯～ 15 ㈰
10:00 ～ 17:00（雨天決行。最終日は 16:00
まで）  会場：錦山天満宮境内（野幌代々木
町 38-1）  詳細：野幌骨董市実行委員会

（岩佐）☎ 090-7646-3345

オカリナ演奏会
　旧町村農場で、オカリナの美しい音色を
楽しみませんか。  日時：7/7 ㈯ 13:30 開演  
会場：旧町村農場 研修室（いずみ野 25-1）
詳細：江別河川防災環境事業協同組合
( 室永 ) ☎ 391-0990

夏休み水泳教室  受講生募集

　お子さんのレベルに合わ
せて指導します。
日時：【1 期】7/30 ㈪～ 8/1
㈬   【2 期】8/6 ㈪～ 8 ㈬ い
ずれも 10:15 ～ 11:45  会場：青年センター
温水プール  対象：小学生  定員：各 70 名（先
着順）  受講料：各 3,000 円（入館料、保険
料含む）  申込：7/6 ㈮ 8:00 から。定員に
なり次第締切。参加者名（ふりがな）、性別、
学校名、学年、住所、電話番号、保護者名、
希望開催期（連続受講も可）を記載の上、
Ｅメール（ebetsuswim@yahoo.co.jp）で。
受講決定はメールで返信。  詳細：江別水泳
協会☎ 090-2813-0450  ※電話での申し込
み、青年センターへの問い合わせはご遠慮
ください。

とわの森三愛高等学校 フードクリエイトコース

「やさい博士への第一歩」　

　食べ物の大切さ、栽培・収穫の大変さ

みんなのひろば
や喜び、手作りの楽しさを高校生との交
流の中で伝えます。日時：7/28 ㈯ 9:00 ～
13:30（雨天決行）  会場：とわの森三愛高
等学校  対象：小学生  定員：低学年（1 ～
3 年）、高学年（4 ～ 6 年）各 18 名。保護
者同伴可  参加費：50 円（保険料）  
持ち物：長靴、軍手、ビニール袋、
上靴、エプロン、三角布、タオ
ル（動きやすい服装で）  申込・
詳細：7/6 ㈮～ 13 ㈮とわの森
三愛高等学校（藤島、渡邉隼）
☎ 386-3111

公共機関など

北海道消防操法訓練大会

　道内 13 消防団が消防ポンプ自動車を使
用した消防訓練の成果を競います。13:00
から札幌市消防音楽隊の演奏もあります。
日 時：7/20 ㈮ 9:00 ～
14:30  会場：北海道消
防学校（中央町 16-1）
詳細：北海道消防学校
教務課 ☎ 382-4161

特定疾患医療受給者証などの
 更新申請について　

　現在お持ちの「特定医療費（指定難病）
および特定疾患医療受給者証」、「ウイルス
性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策
医療受給者証」、「ウイルス性肝炎進行防止
対策（肝炎治療特別促進事業）医療受給者
証」の有効期限は 9/30 ㈰までです。
　更新の受け付けは 7/2 ㈪～ 9/28 ㈮に江
別保健所窓口（錦町 4-1）まで。  
詳細：江別保健所 ☎ 383-2111

市民カレッジ

　申込方法は各大学などに問い合わせ。
市民カレッジについての詳細は講座一覧

（市ホームページ・公民館で配布）をご覧
ください。詳細：生涯学習課 ☎ 381-1062

　  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              
☎ 388-4131 FA X 387-2805

▶たのしい理科実験講座Ⅱ

　    北  翔  大  学（文京台 23）
            詳細 / 地域連携センター ☎ 387-3939 
FA X 387-3746 Email=kouzacen@hokusho-u.ac.jp

▶障害者スポーツ・パラリンピック概論
　※日本パラリンピックスキーチーム
　　監督の荒井秀樹氏による講義です

▶ 7 月度 人が集えば文殊の知恵袋講座
　「江別の風土を考える」
▶世界の化石と友だちになろう！～誰が
　” マダガスカルのアンモナイト化石” を
　じょうずに取り出せるかな？～
▶裏千家茶道教室 8 月コース（全 4 回）
▶「終活ノート（マイ・ウェイ）」を書く
　ための基礎知識～相続時精算課税制度を
　利用して、思いや願いを伝えるために～

　  北海道情報大学（西野幌 59-2）
           詳細 / 通信教育部事務部
           （公開講座担当）  ☎ 385-4427 

北海道 150 年   子ども未来・夢キャンパス
 夏休み自由研究教室（4 講座）
▶①こどもビデオ編集体験講座・めざせ映
　像監督
▶②こどもプログラミング入門・自分でア
　ニメやゲームを作ってみよう！！
▶③ロボットで科学を学ぼう・小学生編
▶④ロボットで科学を学ぼう・中学生編
▶あなたの健康を支える IT 技術～あんな
所に AI（人口知能）が ⁉ ～  ※こちらの講
座のみ札幌サテライト（札幌市中央区北 3
条西 7 丁目 1-1 緑苑ビル 4 階）で開催

   江別第二地域包括支援センター
     詳細 / ☎ 389-5420   

▶シニアの元気アップ講座　※豊幌地区セ
ンターで開催。詳細は広報えべつ 6 月号 6
ページをご覧ください

9月号の掲載依頼は7月20日㈮まで
※ 9 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。

無 料

販売期間 抽せん日 

市町村振興宝くじ

この宝くじの収益金は、市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ

7/9 ㈪～
8/3 ㈮

8/14 ㈫
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