
主催…ボランティア「点字ろくの会」
内容／「いのち」についての講演会と江別木
管アンサンブルによる演奏会。日時／７月７
日㈰ 13 時 30 分。会場／コミュニティセン
ター。講師／慈佑会医院院長 方波見 康雄（か
たばみ やすお）。詳細／同会事務局 大泉☎
385-5790 または吉田☎ 382-4041

主催…江別グロンアップミュージック
内容／世界で活躍するスーパーベーシスト加
藤真一がバイオリニスト杉田知子をゲストに
迎え、演奏会を開催します。日時／７月 13
日㈯ 19 時 30 分。会場／アートスペース外
輪船（２条１丁目）。料金／ [前売 ]一般2,500
円、高校生以下 500 円。※当日は一般のみ
500 円増。未就学児入場不可。詳細／同団体 
加藤☎ 080-1886-0538

主催…江別市家庭問題研究会
内容／ヤング・子育てテレホン相談員または
それを目指す人のための公開研修会。関心
のある方はお気軽に。日時／７月 20 日㈯ 10
時 30 分～ 12 時。会場／大麻公民館 研修室
１号。テーマ／「家庭、地域の中でのわたし」
エゴグラムを使って～思いを自由に語り合い
ましょう～。詳細／子育てテレホン☎ 384-
7005（月～金 10 時～ 12 時）またはヤング
テレホン☎ 383-8009（月～金 13 時～ 15 時）

主催…日本リサイクルネットワーク・えべつ
日時／７月21日㈰、８月４日㈰９時～14時。
（雨天中止）。会場／イオン江別店屋外駐車場
（幸町 35）募集数 ( 料金 )／手持ち出店 60 店

（2,000 円）。車出店 10 店（3,000 円）１区画
約 2ｍ× 2.5 ｍ。アマチュア限定。申込／各
開催日の 10 日前（必着）までに、往復はがき
に出店希望日・会場、住所、氏名、年齢、職
業、電話・ファクス番号、主な出店物、手持
ちまたは車出店、希望ブース数を記入して郵
送。申込多数の場合は抽選。返信はがきには
宛名を記入し、裏面には何も記載しないこと。
詳細／同団体〠 067-0074 高砂町 10-14、☎・
385-2917

主催…江別水泳協会

日時／ [ １期 ] ７月 29 日㈪、30 日㈫、31 日㈬、
[ ２期 ] ８月５日㈪、６日㈫、７日㈬。10 時～
12時。会場／青年センター温水プール。対象・
定員／小学生、それぞれ 70 人（先着で１人に
つき１回の受講）。受講料／ 3,000 円（入館料・
保険料込）。申込／ [ 申込期間 ] ７月８日㈪
～10日㈬。[申込方法 ]ファクスかEメール。
[ 記載事項 ] 参加者名（ふりがな）、性別、生
年月日、学年、学校名、住所、電話番号、緊
急連絡先、保護者名、受講希望日。[ 申込先 ]
同 会 050-3503-4445、Email ＝ ebetsu-
suiei@ebetsu-suiei.com　詳細／同会 正岡☎
080-6097-2550（電話申込、青年センターへ
の問い合わせはご遠慮ください）。

主催…江別技能士会
①親子で挑戦！親子木工教室　対象・定員／
小学生とその保護者 20 組（先着）。料金／
一組 500 円。※要事前申込。
②木工・塗装・板金加工などの無料体験・工
作コーナー　日時／８月４日㈰９時～13時。
定員／先着。材料がなくなり次第終了。
①②共通…会場／船木建設㈱（元江別本町
20-1-3）。申込・詳細／同会事務局（江別商
工会議所内）☎ 382-3121

内容／獣医の卵たちが、動物の分類ごとに生
態や調査法、保護管理上の意義などを解説し
ます。事前申し込み不要。お気軽にどうぞ。
日時／７月８日（牛やイノシシなどの偶蹄類、
象などの長鼻類など）、７月 22 日（くじら
などの海獣類、犬や猫などの食肉類など）、
７月 29 日（まとめ）。いずれも月曜日で９
時から２時間程度。内容は一回ごとに完結。
会場／酪農学園大学研修館。対象・定員／一
般市民および学生、60 人。詳細／酪農学園
大学 獣の勉強会担当 浅川 Email ＝ askam@
rakuno.ac.jp、☎ 388-4758

▼たのしい理科講座（第２回）日時／８月
11 日㈰９時 30 分～ 12 時 10 分。対象・定
員／小学５年生以上、50 人。申込締切／７
月 26 日㈮。講義１／９時 30 分～ 10 時 30
分。講師：小野寺 秀一（同学教授）。テーマ：
きょうからでんぷん博士になろう。講義２／
10 時 40 分～ 12 時 10 分。講師：玉利 和弘
（同学教授）。テーマ：アッと驚く身近な化学
実験。会場・申込・詳細／酪農学園大学☎
388-4131、 387-2805 へ電話かファクスで
申し込みを

①夏休みこどもビデオ講座（全２回）　日時
／８月９日㈮、10 日㈯９時 30 分～ 16 時 30
分。会場／同学松尾記念館２階・画像メディ
ア実習室。定員／小学３～６年生、10 人。
先着。※保護者付き添い可。講師／向田 茂（同
学情報メディア学部准教授）、安田 光孝（同
学情報メディア学部准教授）。持ち物／受講
票（後日発行）、飲み物、昼食、筆記用具など。
②夏休み自由研究教室～ロボットで科学を
学ぼう～　日時／８月 10 日㈯ 13 時～ 17 時
30 分。会場／同学 eDC タワー８階・システ
ム制御実習室。定員／小学校高学年と保護者
15 組（各組最大６人まで、先着）。※要保護
者同伴。講座内容に興味のある小学校低学年
の弟妹の参加も可。講師／棚橋 二朗（同学
経営情報学部准教授）。持ち物／受講票（後
日発行）、筆記用具など
①②共通…申込／ [ 申込期間 ] ７月 16 日㈫～
７月 26 日㈮。[ 申込方法 ] 往復はがき、ファ
クス、Email のいずれか。[記載事項 ]講座名、
郵便番号、住所、参加者全員の名前（ふりが
な）・性別・続柄、学校名と学年、電話番号、ファ
クス番号（ファクスで申し込みの方は必ず）、
Eメールアドレス（Eメールで申し込みの場
合は必ず）。※聞き間違い防止のため、電話
受付はしません。申込先・詳細／北海道情
報大学教務課（公開講座担当）〠 069-8585
西野幌 59-2、☎ 385-4427、 385-4433、
Email ＝ hiukouza@do-johodai.ac.jp

　育児情報の交換もできて、シルバー
人材センターの女性会員が培ってき
たさまざまな経験などのアドバイス
をしてもらえるサロン「元気プラザs」
が大麻銀座商店街にできました。
　飲み物・食べ物の持ち込みも可能
です。お気軽にお越しください！

会 場 ● 大麻銀座商店街内（大麻東町 13-5）
日 時 ● 毎週火曜日～土曜日 10時～ 16 時
詳 細 ● シルバー人材センター☎ 384-3771

地域安全
ニュース
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○こんなことをおこないます！
　子育て中の親に対する育児支援と心配事相談、児童
用の日用品作製指導、会員手づくりの小物などの販売。
＊そのほか、シルバー人材センターへ頼みたい仕事（草
刈りやお掃除など）の取り次ぎも行います！

江別警察署
☎ 382-0110

● 不審者に注意！ ●
　夜間の一人歩きに気をつけま
しょう。日が長く、暖かくなる
と不審者の発生が増加します。

＜被害に逢わないために＞
・明るく人通りの多い道を選びましょう
・周囲を見回す習慣をつけましょう
・危険を感じたら大声を出しましょう

・防犯ブザーを携行しましょう。
・最寄りのコンビニや交番などを把握し、
もしもの時はすぐに逃げ込みましょう。

利用料
無  料


