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暮らしナビ

　 北海道情報大学（西野幌 59-2）

　   詳細 /通信教育学部事務部

     ☎ 385-4427 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

　高齢者クラブで

は、仲間と共通の趣

味を楽しんだり、体

を動かしたり、社会

貢献活動などを行っ

ています。また、江別市高齢者クラ

ブ連合会を中心に運動会やレクリ

エーション活動を通したクラブ間の

親睦も深めています。

　興味のある 60 歳以上の方は江別市

高齢者クラブ連合

会（☎ 385-1247）へ

お問い合わせくだ

さい。

このような場合、すぐにクレジットカード会社

に連絡してください。クレジットカード会社の

調査により、第三者による不正利用が判明した場合、

請求が取り下げになる可能性もあります。国が 6 月ま

で行っていた、カード決済でポイント還元のキャンペー

ンの影響もあり、以前よりカードを利用する機会が増

え、このような相談も増えています。お困りの際は、消

費生活センターや最寄りの警察署へ相談しましょう。

 消費生活センター ☎ 381-1026

クレジットカード会社の利用明

細書を確認したところ、心当た

りのない利用の請求があった。慌て

て過去の明細書を確認すると、ここ1

年間で心当たりのない請求が約30万

円あった。返金は可能か。

消費生活相談Ｑ＆Ａ

利用明細書は届いたらすぐ確認！

Ｗｅｂ明細も忘れずチェック！

カード利用時の伝票で再確認！

クレジットカード利用増により

増えています、心当たりのない請求

　高齢者クラブの紹介情報誌は、総

合社会福祉センター、市役

所介護保険課で配布してい

るほか市ホームページでも

ご覧になれます。 ▲HPはこちら

 高齢者クラブ連合会 ☎ 385-1247

   錦町 14-87 総合社会福祉センター内

知識や経験を

活かしたい

健康を保持
増進したい

まちづくりに

参加したい

仲間と

知り合いたい

仲間と趣味や運動を楽しみたい方

高齢者クラブに入りませんか？

24広報えべつ2020.8

暮らしナビ

　高齢者クラブで

は、仲間と共通の趣

味を楽しんだり、体

を動かしたり、社会

貢献活動などを行っ

ています。また、江別市高齢者クラ

ブ連合会を中心に運動会やレクリ

エーション活動を通したクラブ間の

親睦も深めています。

　興味のある 60 歳以上の方は江別市

高齢者クラブ連合

会（☎ 385-1247）へ

お問い合わせくだ

さい。

このような場合、すぐにクレジットカード会社

に連絡してください。クレジットカード会社の

調査により、第三者による不正利用が判明した場合、

請求が取り下げになる可能性もあります。国が 6 月ま

で行っていた、カード決済でポイント還元のキャンペー

ンの影響もあり、以前よりカードを利用する機会が増

え、このような相談も増えています。お困りの際は、消

費生活センターや最寄りの警察署へ相談しましょう。

 消費生活センター ☎ 381-1026

クレジットカード会社の利用明

細書を確認したところ、心当た

りのない利用の請求があった。慌て

て過去の明細書を確認すると、ここ1

年間で心当たりのない請求が約30万

円あった。返金は可能か。

消費生活相談Ｑ＆Ａ

利用明細書は届いたらすぐ確認！対策その一

Ｗｅｂ明細も忘れずチェック！

カード利用時の伝票で再確認！

対策その二

対策その三

クレジットカード利用増により

増えています、心当たりのない請求

　高齢者クラブの紹介情報誌は、総

合社会福祉センター、市役

所介護保険課で配布してい

るほか市ホームページでも

ご覧になれます。 ▲HPはこちら

 高齢者クラブ連合会 ☎ 385-1247

   錦町 14-87 総合社会福祉センター内

知識や経験を

活かしたい

健康を保持
増進したい

まちづくりに

参加したい

仲間と

知り合いたい

仲間と趣味や運動を楽しみたい方

高齢者クラブに入りませんか？

P24.indd   24 2020/07/17   17:42:02



25 広報えべつ 2020.8

市内団体

 絵本読み人養成講座①

　絵本の読み聞かせを始めたい方に、絵本

を読む時のポイント、楽しみ方のヒントな

どを紹介します。 日時：8/29 ㈯ 10:00 ～

11:30  会場：市民活動センターあい 会議

室  講師：児童図書相談士 松山和子  定

員：8 名程度  参加料：500 円（資料代）  

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）

☎・FA X 383-5751 へ。

※留守番電話に必ず

名前と電話番号を。折

り返しのご連絡で受

け付け完了。

 語学講座　受講生募集

国際交流員の英会話 （講師 ：ロバートヒギンズ）

◆初中級 （8/18 から毎週火曜日） 10：30

～ 11：40　全 16 回◆初中級 （8/19 から毎

週水曜日） 13：00～14：10　全 18回

◆入門 （8/18 から毎週火曜日） 13：00～

14：10　全 16回◆入門 （8/19から毎週水曜

日） 10：30～11：40　全 18回

韓国語講座 （講師 ：キム ・ ミファ）

◆フリートーク （8/17から毎週月曜日） 10：30

～11：30 全 16 回◆初級 （8/18 から毎週火

曜日）18：15～19：15　全16回◆中級A（8/18

から毎週火曜日） 19：25～20：25 全 16回

◆中級 B （8/20から毎週木曜日） 10：00～

11：00　全 18回

夜間英会話 （講師 ：ロバート ・ シェイクスピア）

◆初級 （8/19 から毎週水曜日） 18：30～

19：30 全 18回◆初中級 （8/19から毎週水

曜日） 19：40～20：40 全 18回

中国語講座 （講師 ：玉置ジャーミン）

◆初級 （8/19 から毎週水曜日） 19：30～

20：30全 18回

【共通事項】 受講料は各講座で異なります

のでお問い合わせください。 会場 ・ 申込 ・

詳細 ： 江別国際センター （東野幌本町 6-43

市民交流センターぷらっと） ☎ ・ FA X 381-

1111　主催：江別国際交流推進協議会

みんなのひろば

詳細：建設業退職金共済事業

北海道支部 ☎ 261-6186

ジェネリック医薬品に
かえてみませんか？

　皆さんの薬代の負担軽減や

健康保険財政の改善、また今

後の医療費や保険料率の伸びが抑えられる

ことから、協会けんぽでは「ジェネリック

医薬品」の普及を推進しています。かかり

つけの医師・薬剤師へ、ジェネリック医薬

品の処方について相談してみませんか。

詳細：全国健康保険協会（協会けんぽ）北

海道支部 ☎ 726-0352

 禁煙・分煙にご協力を

　協会けんぽ北海道支部では、禁煙啓発活

動を通じて、皆さんの健康を守るさまざま

な取り組みを行っています。詳しくはホー

ムページをご覧ください。詳細：

全国健康保険協会（協会けんぽ）

北海道支部 ☎ 726-0352

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

は各大学に問い合わせ。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。興味のある

講座に参加してみませんか。多く

の方の参加をお待ちしています。

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

▶自宅の菜園土壌の健康（養分）状態を知

ろう！～ジャガイモの来歴と適した栽培方

法について～

講座開催日：R3.2/27 ㈯

申込：土壌分析を希望される方は R2.8/28

㈮までに申し込み。希望無しの方は

R3.2/8 ㈪まで

10月号（10/7 以降の内容）の掲載依頼は8月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください

公共機関

就学義務猶予免除者等の

中学校卒業程度認定試験

　中学校卒業程度の学力があるかどうかを

認定するために、国が行う試験です。合格

者には高等学校の入学資格が与えられます。

願書受付期間：7/6㈪～9/4㈮  申込・詳細：

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課

認定試験第一係・第二係 ☎ 03-5253-4111

（内線 2643 または 2024）

 調理技術技能評価試験（後期）

　日本料理、西洋料理、麺料

理の調理技術技能評価試験

を実施します。 学科試験：

R3.1/16 ㈯  受験申請書配布：

8/24 ㈪～　試験場所、受験資

格などは電話で問い合わせい

ただくか、ホームページをご

覧ください。

申込・詳細：

（公社）調理技術技能センター

☎ 03-3667-1867

 知っていますか？建退共制度

　建退共制

度は、中小

企業退職金

共済法に基

づき建設現

場労働者の

福祉の増進

と建設業を営む中小企業の振興を目的とし

て設立された退職金制度です。

　この制度は、事業主の方々が、労働者の

働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を

共済手帳に貼り、その労働者が建設業界で

働くことをやめたときに建退共から退職金

を支払うという、いわば業界全体での退職

金制度です。

対象となる労働者：建設業の現場で働く人

加入できる事業主：建設業を営む方

掛金：日額 310 円
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