
24広報えべつ2020.10

庭木の冬囲いは、
どうやったらいいの？

の相 談  環境課 環境保全係

冬囲い：樹木を囲うように支柱を

立て、荒縄で縛り、雪の重みに耐

えられるようにしましょう。

枝切り：小枝や平行枝などを除去

しましょう。

冬囲い：枝が雪の重みで折れない

ように、支柱から荒縄で枝を引っ

張り、固定しましょう

枝切り：枝切りは4月中旬、刈り込

みは6月下旬頃から行いましょう。

冬囲い：3 ～ 6 本の根曲がり竹で

囲み、縄をらせん状に巻きましょ

う。

枝切り：横に広がった枝や高く飛

び出た枝をカットしましょう。

冬囲い：添え木を 1 本立て雪圧で

枝裂けや幹が押しつぶされないよ

う防風ネットなどを巻き、荒縄で

数カ所縛りましょう。

高さ 1.5 ｍ内外の苗木
（サクラ・ウメ・ナシなど）

モミジ類

マツ類・イチイ

ツツジ類・コデマリ

 冬囲いを効率よく行うために、事前に整枝や枝切りを済

ませましょう。

　広葉樹は落葉から発芽までの間、常緑樹は秋頃、花を

観賞する花木類は開花後に枝切りをするのが一般的です。

暮らしナビ

【申請できる方】　

・本人または同一の世帯員  ※それ以外の方は委任状が必要

【申請に必要なもの】

・記載する旧氏から現在の氏への経緯がわかる戸籍謄抄本など

・マイナンバーカード 　※持っていない方は運転免許証などの

・本人確認書類が必要

住民票やマイナンバーカードに

旧氏が記載できます

山田 [佐藤 ]花子

山田　花子

旧氏記載の申請についての詳細は、右の QR から

 戸籍住民課 ☎ 381-1020

　令和元年 11 月 5 日から住民票やマイナンバーカード、印

鑑登録証明書に旧氏を併記できるようになりました。

　婚姻などで氏に変更があった場合に、申請をすることで、

住民票やマイナンバーカードに旧氏が記載され、旧氏が使わ

れるさまざまな場面で活用できます（職場などの本人確認や

契約など）。また、旧氏記載の申請をした方は旧氏での印鑑

登録もできるようになります。　

冬囲いをする前に…

（自然環境担当）☎ 381-1046

佐藤
旧
氏
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市内団体

 アニメ上映会

　アニメ「ジョバンニの島」

を上映します。マスクの着

用、検温、消毒などのご協

力をお願いします。  日時：

11/6 ㈮ 13:30～（受付 13:00

～）  会場：野幌公民館 ホール  対象：ど

なたでも  定員：150 名  主催・詳細：江

別市女性団体協議会（鈴木） ☎ 385-3152

 川柳を作ってみませんか

　「川柳を作るには」と題して川柳を作る

ヒントを楽しく学びます。  日時：10/17

㈯ 10:00 ～ 11:30  会場：市民活動セン

ター・あい （東野幌本町 6-43 市民交流施

設ぷらっと内）定員：先着 20 名  参加料：

500 円（資料代）  講師：北海道川柳連盟

副会長 浪越靖政さん  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

に名前と電話番号を必ず入

れてください。折り返しの

ご連絡で受付完了

公共機関

人工肛門・人工膀胱保有者

オストメイト相談会

　オストメイト本人、家族、友人、医療関

係者、オストメイトに関心のある方など、

どなたでも参加できます。申し込み不要、

お気軽にお越しください。 日時：10/10 ㈯

13:30～16:00（受付 13:00～）  会場：野

幌公民館  詳細：（公社）日本オストミー

協会北海道支部 ☎・FA X 764-2824（中山）

または ☎ 090-1387-8399（須佐）

みんなのひろば
●最低賃金には精皆勤手当、 通勤手当、 家

族手当、 臨時に支払われる賃金および時間

外等割増賃金は算入されません

●特定の産業 （「処理牛乳・乳飲料・乳製品・

糖類製造業」、 「鉄鋼業」、 「電子部品 ・ デバ

イス ・ 電子回路、 電気機械器具、 情報通信

機械器具製造業」、 「船舶製造 ・ 修理業、 船

体ブロック製造業」） で働く者には北海道

の特定 （産業別） 最低賃金が適用されます  

詳細：北海道労働局労働基準部賃金室 

☎ 709-2311（内線 3533）

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

▶天気予報のみかたと防災について

～北海道の冬編～

　   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 FA X 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

▶観光まちづくり概論 ～江別は 1 時間

1,000 円の価値を提供できるか～

▶集まれ小学生！！ピカッとプログラミン

グ講座

12月号（12/7 以降の内容）の掲載依頼は10月21日㈬まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

 若者の働く一歩 
 応援セミナー 

　就労に不安を抱えている方やそのご家

族を対象に、就労に向けた支援の取り組み

などを紹介します。  日時：10/27 ㈫ 15:00

～ 16:30  会場：市民交流施設ぷらっと B

会議室（東野幌本町 6-43）  対象：15 歳～

49 歳までの方とそのご家族  定員：先着

8 名  申込・詳細：電話かメールで申し込

み。江別・岩見沢若者サポートステーショ

ン ☎ 887-9214（月～木 10:00～17:00）

E-mail=ebetu-saposute@syaa.jp

 中小企業退職金共済制度

　10月は中小企業退職金共済制度の加入促

進強化月間です。この制度は、単独では退

職金制度を設けることが難しい中小企業に、

中小企業者の助け合いの精神と国の援助に

よって退職金制度を設け、中小企業で働く

方々の福祉の増進と雇用の安定を図るもの

です。 詳細：中小企業退職金共済事業本部 

☎ 03-6907-1234 FA X 03-5955-8211

 北海道最低賃金 時間額 861 円

　北海道内で事業を営む使用者およびその

事業場で働くすべての労働者（臨時、パー

トタイマー、アルバイトなどを含む）に適

用される北海道最低賃金について、今年度

は前年度と同額の 861 円 / 時となります。

無 料

無 料

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。

▲HPはこちら

は、市町村の明るく住
みよいまちづくりに使

　この宝くじの収益金

われます。

発売期間 9/23 ㈬ ～10/20 ㈫

　

　▶掛金の一部を国が補助
　

▶掛金は全額非課税、手数料も不要
　▶外部積立金なので管理が簡単

　▶パートさんの加入もOK

抽せん日  10/27 ㈫
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