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市内団体

 夏休み水泳教室

　お子さんのレベルに合わ

せて指導します。  

日時：【1期】8/8 ㈯～ 10

(月・ 祝) 【2 期】8/11 ㈫

～ 13 ㈭ いずれも 10:15 ～ 11:45  会場：

青年センター温水プール  対象：小学生以

上  定員：各 50 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、希望開催期を

記載の上、Ｅメール（ebetsuswim@yahoo.

co.jp）で。受講決定はメールで通知。  

詳細：江別水泳協会（正岡）☎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。

 ラグビーを体験しませんか

　少年チーム、社会人チーム、

タグラグビーチームで一緒に

ラグビーを体験しませんか。

日時：毎週土曜日または日曜

日 10:00～12:00  場所：野幌運動公園ラ

グビー場（西野幌 481） 詳細：江別市ラグ

ビーフットボール協会事務局（岡部）

☎ 090-8898-2256

E-mail=ebetsu.rugby@gmail.com

 語学講座受講生募集

【ビルさんの英会話】日時：7/21 ～ 8/4 毎

週火曜日 19:00 ～ 20:00 （全 3回）※ 7/21

のみ 18:00 ～ 19:00

【美華さんの英会話】日時：7/16 ～ 8/6 毎

週木曜日10:30～ 11:30（7/23除く全3回）

【共通事項】定員：7名（所定の人数に達し

ない場合は開講できない場合あり）  受講

みんなのひろば

　受給者証

・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重

　症患者対策医療給付事業受給者証

・特定疾患治療研究事業受給者証※

　※有効期間が 6か月のものは延長期間も

　　6か月です

詳細：江別保健所 ☎ 383-2111

「米トレーサビリティ法」を
ご存知ですか？

　米や米加工品については生産者、流通業、

製造業、販売業など携わる全ての事業者が

産地、加工場所、流通ルートなどの情報を

記録し、管理することが法律で義務付けら

れています。また、飲食店や仕出しなどで

米類を提供する場合は、産地情報を消費者

に伝達する必要があります。詳細は農林水

産省ホームページをご覧いただくか、北海

道農政事務所消費・安全部米穀流通・食品

表示監視課 ☎ 330-8814 にお問い合わせく

ださい。

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4

大学の連携で開催する市民向け

の講座です。申し込み方法は各

大学へ問い合わせ。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

▶生き物の設計図・DNA を取り出してみよう

▶遊びながら学ぶ、水を使った楽しい実験

9月号（9/7 以降の内容）の掲載依頼は7月17日㈮まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

料：3,500 円  会場・申込・詳細：江別国

際センター（東野幌本町 6-43 市民交流施

設ぷらっと内）☎・FA X 381-1111  主催：江

別市国際交流推進協議会

しのつ河畔林
 家族自然セミナー

　

　家族で河畔林を探索し、自然の面白さを

体験します。植物を使った工作も行います。

昼食付、雨天決行。 日時：①7/23(木・祝)、 

② 7/24(金・祝) いずれも 10:00 ～ 13:00  

会場：しのつ河畔林（篠津 256）江別駅南

側より送迎バスあり  講師：宮木雅美さん  

対象：小学生と家族  定員：家族合わせて

各回先着 20 名。結果ははがきで全員にお

知らせ  申込：7/1 ㈬～15 ㈬に電話、はが

き、ファクス、ホームページからのいずれ

かで。代表者の住所、電話番号、参加者全

員の氏名、学年（年齢）、希望日時（①また

は②）、送迎バス利用の有無を記入してく

ださい。  詳細：（公財）草野河畔林トラ

スト財団（上江別西町1）☎・FA X 381-0550

HＰ http://kahanrin@kusanosk.co.jp

公共機関

指定難病など各受給者証の   
 有効期間延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、「令和 2 年 3 月 1 日から令和 3 年 2 月

28 日まで」に有効期間が満了する受給者

証の有効期間を 1年間延長することとしま

した。今回に限り更新申請と診断書の提出

は不要です。対象は以下の受給者証です。

・特定医療費（指定難病）受給者証

・小児慢性特定疾病医療費受給者証

・肝炎治療特別促進事業受給者証

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業受

 給者証

・先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

無 料

ご注意を

　新型コロナウイルスの影響により、 イ

ベントが中止になる場合があります。

　気になるイベントは直接主催者にお

問い合わせください。

販売期間 

市町村振興宝くじ

まちづくりに使われます。

サマージャンボ宝くじ

8/21 ㈮ 

7/14 ㈫ ～8/14 ㈮

この宝くじの収益金は、

市町村の明るく住みよい

無 料

▲HPはこちら

昨年の工作

　       
       

        ☎ 388-4131 

暮らしナビ

い　　い　　ぼ　　う　　さ　　い

新型コロナウイルス感染症を踏まえた災害時の避難
～知っておこう 5 つのポイント～    危機対策・防災担当 ☎ 381-1407

危機対策職員が教える防災ワンポイント

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

　研修を受けた支援員が、認知症高齢者の見守りや話し相手になり

ます。症状の悪化防止や家族の外出・休息にお役立てください。

日時：9時～17時までの必要な時間で、月8日以内

　　 （年末年始・日曜・祝日を除く）

対象：認知症の症状がある本人、介護している家族

料金：1時間あたり100円

申込方法：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

高齢者・身障者世帯緊急通報システムの設置

　緊急時にボタンを押すだけで消防本部へ

通報できる装置をお貸しします。貸与には

条件がありますので、まずはお問い合わせ

ください。

対象：1人暮らしで身体病弱な高齢者、重度身体障がい者

料金：無料

申し込み：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

認知症高齢者等行方不明時位置検索サービス

　認知症などにより行方不明となることが予測される高齢者などに

現在位置を検索できる位置情報端末機器を貸し出します。

対象：認知症などの症状により行方不明になる可能性がある高齢者

　　　などを在宅で介護している方

料金：月額550円

申込方法：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

高齢者虐待を防ぎましょう

　高齢者虐待は早期発見により深刻化を防ぐことができます。身近

な高齢者の状況に気を配り、気づいたことがあったらご連絡くださ

い。また、介護をする方への支援も行っています。一人で抱え込ま

ず、お気軽にご相談ください。

相談先　地域包括支援センター

江別第一　☎389-4144　　　　　江別第二　☎ 389-5420

野幌第一　☎ 381-2940　　　　　大麻第一　☎ 388-5100

成年後見支援センター
　成年後見制度は、認知症や知的・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です。

　成年後見支援センターでは、高齢者や障がいのある方が住みな

れた地域で安心して生活できるよう、成年後見制度に関するさまざ

まな相談や利用のためのお手伝いをします。

場所：社会福祉協議会（総合社会福祉センター内）

受付時間：平日8時 45分～17時 15分

☎ 375-8988

　災害が発生した際、避難先での新型コロナウイルス感染症の感染拡

大を防止するために、日頃から新型コロナウイルス感染症を踏まえた

避難行動の準備をしておくことが重要です。

　そのための「5つのポイント」を事前に確認しておきましょう。

江別市とヤフー株式会社は、より多くの市民に災害情報を発

信できるよう「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結

しています

防災アプリでも同様の情報が確認できます！

Yahoo! 防災速報

〈 防災アプリ「Hazardon（ハザードン）」でも同様に確認できます 〉

Android 版

iphone/ipad 版

市が発信する情報を直接受け取れる防災情報提供サービ

スの登録をおすすめしています。詳細は右のQRから

　新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難についての詳

細は、市ホームページから確認してください。

「知っておくべき5つのポイント」

1　安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません

2　安全な親戚・知人宅へ避難することも考えてみましょう

3　マスク・消毒液・体温計が不足しています

　 避難する場合はできるだけ自ら携行してください

4　避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があり

　 ますので、市ホームページなどで確認してください

5　豪雨時の移動は車も含め危険ですので、早めの行動を心

　 がけてください。また、車中泊をする場合は、周囲の状

   況などを十分確認してください

◇◇信頼できる防災情報を入手しましょう◇◇

　市では、認知症高齢者や障がい

のある方、そのご家族、介護をされ

ている方などへのさまざまな支援を

行っています。

　ご家庭の状況に合わせて、ご利用

ください。

   　 詳細   介護保険課 ☎ 381-1067

抽せん日 


