
＜毎週金曜日 夜コース＞
19 時～ 20 時 20 分

＜毎週木曜日 夜コース＞
18 時 30 分～ 19 時 50 分

／「入門クラス」10
名程度、「初級」および「中
級」各コース若干名。
／江別国際センター（イ

オンタウン江別２階）。
／４月～ 3 月（月 4 回）

※二期制：前期４月～９月、
後期：10 月～３月。
／入講金 2,000 円、受講料
3,000 円（月額）、テキスト
代実費、運営費1,300円（前・
後各期）。※体験学習（無料）
を希望する方はご相談くだ
さい。 ／３月
20 日㈬までに江別日中友
好の会講座事務局【☎ 387
‐ 0515（柚原）】へ申し込
みを。

 

／４月１日㈪～３
日㈬ 14 時～ 16 時。
／青年センター温水プー
ル。 ／小学生（３月
現在）30 名（先着）。
／ 3,000 円（入館料、保

険料含む）。 ／３月
11 日㈪～ 13 日㈬８時～
20 時にファクスか Eメー
ルで、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
者名を記載のうえ、江別
水泳協会【 050 ‐ 3503
‐ 4445、Email=ebetsu-
suiei@ebetsu-suiei.com】

へ申し込みを。 ／同
協 会【 ☎ 080 ‐ 6097 ‐
2550（正岡）】※電話での申
し込み、青年センターへのお
問い合わせはご遠慮ください。

●　

／室内で準備体操後、
錦町公園付近を歩きます
（荒天時は室内のみ）。
／３月 25 日㈪ 10 時～

11 時 30 分。 ／江別市
社会福祉センター（錦町
14 ‐ 87）。 ／北海道
ノルディックウォーキング
ネットワーク公認ベーシッ
クインストラクター 加瀬
喜美江氏。 ／10名（先
着）。 ／ 500 円（保
険、レンタルポール代込）。

／運動しやすい服
装、飲料水。
／野幌ＮＷクラブ【☎ 383
‐ 7822（加瀬）】へ申し込
みを。

● 

／骨盤底筋の鍛え方
のコツと、希望者にはノル
ディックウォーキング・ミ
ニ体験。 ／３月 17 日
㈰ 10 時～ 11 時 30 分。
／江別市社会福祉セン

ター（錦町 14 ‐ 87）、ミ
ニ体験は屋外。 ／北
海道ノルディックウォーキ
ングネットワーク理事長・
健康運動指導士　角

かくは た

幡和子
氏。 ／ 30 名（先着）。

／ 800 円（保険、
レンタルポール代込）。

／バスタオルまたは
ヨガマット、飲料水。

／野幌ＮＷクラブ【☎
383 ‐ 7822（加瀬）】へ申
し込みを。

● 

／３月 24 日㈰ 11 時
～ 15 時。 ／市民会館
ホワイエ・小ホール。

／手持ち出
店 100 店（2,500 円）。１区
画約 2ｍ× 2ｍ。アマチュ
ア限定。 ／３
月 14 日㈭（必着）までに、
往復はがきに出店希望日、
住所、氏名、年齢、職業、
電話・ファクス番号、主な
出店物、希望区画数を記入
し、日本リサイクルネット
ワーク・えべつ【〠 067 ‐
0074 高砂町 10 ‐ 14、☎・
385‐2917】へ申し込みを。

／
文化箏
の弦数
は一般
のお琴と同じ 13 本で、長
さ 86㎝、重さ３㎏くらい。
楽譜は数字譜なので、五線
譜が不得手な方でも簡単に
弾くことができます。日本
古来の和楽器を演奏して
みませんか。お箏経験者
も歓迎。お箏は、貸出可。

／３月 26 日㈫　① 10
時～ 11 時 30 分、② 13 時
～ 14 時 30 分。 ／大
麻公民館。 ／全音文

化箏音楽振興会講師 石河
玲子氏。 ／３
月 25 日㈪までに電話で、
文化箏ゆうな会【☎ 387 ‐
0034（カワナミ）】へ申し
込みを。

● 

／
３月 17
日㈰ 10
時～ 12
時 30 分。

／
手づくり
の里やはた（八幡104‐3）。

／ 15 名。 ／
1,980 円。※うどんの試食
もあります。 ／エ
プロン・スカーフ。味噌２
kg くらいが入る容器。

／３月 12 日㈫ま
でに手づくりの里やはた
【☎ 090‐5074‐4559（有
野）または 384 ‐ 6399】
へ申し込みを。

　自動車税は、毎年４月１日現在の自動車所有者が
納める道税です。住所変更の際は札幌道税事務所に
住所変更の届出をお願いします。 ／道税ホー
ムページ（自動車税住所変更で検索を）。

☎

ゆ は ら

☎



リンパ浮腫に関す
る理解の促進を目的とし
た講演。 ／ 3月 24 日
㈰ 13 時～ 16 時。 ／
TKP ガーデンシティ札幌
きょうさいサロン８階 芙
蓉（札幌市中央区北４条西
１丁目）。 ／ 200 名。

／３月 17 日㈰までに
はがき（必着）かファクス
で、名前、住所、年齢、電
話番号、参加希望日、講演
に関する質問を記入し【〠
060 ‐ 0042 札幌市中央区
大通西 18 丁目１‐ 30 道
新西ビル３階 道新サービ
スセンター内 市民講座事
務局 614 ‐ 3943】へ申
し込みを。 ／北海道
保健福祉部健康安全局地域
保健課【☎ 204 ‐ 5117】

● 

申し込みはインターネットで。

申込期間：４月１
日㈪～４月８日㈪。

申込期
間：４月９日㈫～４月 18
日㈭。

申込期間：６月 24 日
㈪～７月３日㈬。 ／
専用アドレス http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.
html　 ／人事院北海
道事務局第二課試験係【☎
241 ‐ 1248】

● 

（初心者のた
めの新規講座）
＜毎週土曜日 昼コース＞
13 時 30 分～ 14 時 50 分

＜毎週月曜日 昼コース＞
13 時～ 14 時 20 分
＜毎週火曜日 昼コース＞
14 時 30 分～ 15 時 50 分
＜毎週火曜日 夜コース＞
19 時～ 20 時 20 分

　振り込め詐欺は、被害者の弱みや親子の情愛な
どにつけ込んで騙し、現金を振り込ませる悪質な
犯罪です。怪しい電話が掛かってきたら、振り込
む前に「110番」または「＃9110」に連絡を！

　インターネットは便利ですが、児童ポルノや違
法情報などの有害情報も氾濫してい
ます。サイバー犯罪の被害に逢わな
いようにウイルス対策ソフトを入れ
るなどして、安全に利用しましょう。

☎

☎
・酪農学園大学ブルーグラスコンサート／３月 16 日㈯ 19:00 ～ 喫茶どもワンオーダー￥500
・えべつ脱原発芸術祭／ 3月1日㈮～31日㈰10：00～19：00（月曜定休・最終日17：00まで）無料


