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暮らしナビ

　
　昨年は、台風などの影響で街路樹や公園のほか、個人宅
でも多くの樹木が被害を受けました。そこで今回は、強風に
も負けない「健康な樹木の育て方」を紹介します。江別の
住宅街の土は固い粘土質で、樹木などの根が十分に張れな
いため、病害虫に弱く倒れやすいと言われています。健康
な樹木を育てるため、次の 2 つのポイントを意識しましょう。

　
　樹幹に傷が付いたり枝を剪定したり、枝が折れたりする
と、そこから腐朽菌が侵入し腐朽します。腐朽は樹木を脆
くし、枯損や倒木の要因になるので、傷口や枝の切断痕には、
必ず殺菌剤を塗布し、腐朽を予防しましょう。

　樹木の生育環境は、病気や害虫の有無に影響さ
れます。庭を毎朝見て、枝が混み過ぎていないか、
病気の兆候が無いか、害虫が発生していないかを
確認することが大切です。もし、病気や害虫など
を発見したら、直ちに防除しましょう。
　また、樹木は大きくなると管理が大変です。日頃から剪
定を行い管理しやすい大きさにすることも必要です。
　健康に育った樹木などは、強風や病害虫にも強く、倒木
予防につながります。美しく爽やかな花木は、心身ともに
癒されることでしょう。

  環境課環境保全係（自然環境担当）☎ 381-1046

台風などの強風で、大事な庭木が倒
れてしまいました。今後のために、
何か予防策はありますかＱ

Ａ 健康な樹木を育てることが倒木予防
につながります

緑のデータバンク
　引っ越し、改築などのため不要となった家庭の庭木や草花を市ホームページに
掲載し、希望者にあっせんしています。条件を満たす樹木を登録でき、希望者が
現れれば、現地で樹木を確認のうえ、譲り渡すことができます。ご希望の方は、
樹種・大きさ・数量などをご連絡ください。
登録条件　掘り出しやすく運搬が容易な樹木（２ｍ以下）。樹木以外（ガーデン
装飾など）は対象外。登録は１年間（再登録可）。樹木の引き取りは先着順。移
植の費用・労力などは全て譲り受け希望者の負担になります。

緑の募金にご協力をお願いします
4/15 ㈪～ 5/31 ㈮　地域の緑化推進運動のための募金にご協力をお願いします。期間中、公共施設へ募金箱を設置
するほか、街頭での募金活動などを行いますので、ぜひご協力ください。

1.  剪定のあとは必ず殺菌剤を 　「緑化専門員」が庭木や花などの育て方や  
　肥料の施し方、病害虫の駆除方法について

電話や現地での相談に応じます。要予約。
●利用可能な日：平日（水曜除く）8:45 ～ 16:45

  環境課環境保全係（自然環境担当）☎ 381-1046

緑の相談

  江別市民憲章推進協議会事務局（環境課内）☎ 381-1046

  環境課環境保全係（自然環境担当）☎ 381-1046

緑ゆたかなまちづくりのため

2.  カミキリムシなどを見つけたら防除を
　カミキリムシ類の幼虫（テッポウムシ）は、樹木の地際
に穴を開け、樹幹内部を食い荒らし、樹木を衰弱させます。
そこから腐朽菌が侵入してしまうので、見つけたら防除しま
しょう。

庭木や草花をあっせんします

情報提供者 譲り受け
希望者

データバンク

情報提供 情報入手

当事者間で引き取り

　樹木などのデータ
樹種、大きさ、数量など

の相 談 
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みんなのひろば 6月号の掲載依頼は4月22日㈪まで
※6月7日以降の内容が対象。紙面の都合で掲載できない場合あり	

市　内　団　体

   認知症についての講演会

　「家族が悩む認知症の症状と対処方法」
を演題とした講演会。主催は江別認知症の
人の家族を支える会。		日時：4/20㈯	13:30
～ 14:30		会場：総合社会福祉センター 2
階（錦町 14-87）		講師：江別すずらん病院	
認知症疾患医療センター	主任	川岸聡美氏、
主任	澤田萌氏		申込・詳細：江別認知症の
人の家族を支える会（金井	☎ 383-3425）、
（岩佐	☎ 383-7121）

   ステップ＆ヨガ 体験会

　音楽にあわせてステップ台で踏み台昇降
をするステップと、癒しの空間でゆったり
体をほぐすヨガを体験しませんか。		
日 時：5/10 ㈮		 ステップ 13:30 ～ 14:15、
ヨガ	14:30 ～ 15:30		会場：東野幌体育館		
参加料：両方でも片方でも 500 円		持ち物：
飲み物、汗ふきタオル、
運動靴、あればヨガマッ
ト		申 込・ 詳 細：4/1 ㈪
～ 5/8 ㈬に電話。体動
かし隊（河本）	
☎ 090-9752-6510

江別国際センター語学講座
 受講生募集

【国際交流員の英会話】講師：ロバート・
ヒギンズ		▶入門（火曜コース） 4/9 から毎
週火曜日13:00～14:10全14回   ▶入門（水
曜コース） 4/10 から毎週水曜日 10:30 ～
11:40 全 13 回		▶初中級（火曜コース） 4/9
から毎週火曜日 10:30 ～ 11:40 全 14 回		▶
初中級（水曜コース） 4/10 から毎週水曜日
13:00 ～ 14:10 全 13 回

【夜間英会話】講師：ロバート・シェイク
スピア				▶初級 4/10から毎週水曜日18:30
～ 19:30 全 14 回　▶初中級 4/10から毎週
水曜日19:40～ 20:40全 14回

【韓国語講座】講師：キム・ミファ　
▶ 新 入 門 4/10 から毎週水曜日 19:00 ～
20:00 全 14 回　▶初級 4/9 から毎週火曜
日 18:30 ～ 19:30 全 14 回　▶ 初 中 級 4/9
から毎週火曜日 19:40 ～ 20:40 全 14 回

（野幌町 10-1 イオンタウン江別 2階）
☎・ FA X 381-1111　主催：江別市国際交流
推進協議会

公  共  機  関  など

  スポーツ安全保険 

　（公財）スポーツ安全
協会では、活動中や往復
途中の損害事故、賠償責
任を負う事故を補償する
ため、スポーツ安全保険の加入を受け付け
ています。		対象：スポーツ・文化・ボラン
ティア・地域活動・指導などを行う 4人以
上のアマチュアの団体　申込配布場所：（公
財）スポーツ安全協会北海道支部、市教育
委員会スポーツ課スポーツ係、市内 4体
育施設、北洋銀行市内各支店　詳細：（公財）
スポーツ安全協会北海道支部	☎ 820-1709
HＰ http://www.sportsanzen.org/

無 料

		郷土資料館	☎ 385-6466

開館日：4/29（月・祝）～ 11/3（日・祝）の土・
日・祝日 9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）
入館料：大人 100 円、小・中学生 50 円

屯田資料館 野幌代々木町 38-11 野幌屯田兵屋 野幌寿町19
（湯川公園内）

開館日：5 月～ 9 月の第 4 土曜日（5/25、
6/22、7/27、8/24、9/28）9:30 ～ 16:00
入館料無料		

	郷土資料館		☎ 385-6466

ＧＷから開館します！

▶中級 4/18 から毎週木
曜日 10:00 ～ 11:00 全 13
回　▶フリートーク 4/8
から毎週月曜日 10:30 ～
11:30 全 12 回

【中国語講座】講師：玉置ジャーミン　
▶初級 4/8 から毎週月曜日 19:30 ～ 20:30
全 13 回

【にほんご教室】講師：有資格日本語講師
▶初級 4/1 から毎週月曜日 14:00 ～ 16:00
▶中級 4/4 から毎週木曜日 14:00 ～ 16:00		
いずれも対象は市内に居住する外国人。受
講料毎月1,000 円。

【共通事項】受講料（にほんご教室除く）：
全 12 回 13,300 円。 全 13 回 14,300 円。
全 14 回 15,300 円。定員：15 名（所定の
人数に達しない場合は開講できない場合あ
り）　会場・申込・詳細：江別国際センター

	  

ガラス工芸館 野幌代々木町 53

開館日：5/1 ㈬～ 10/27 ㈰の土・日・祝日
10:00 ～ 17:00		入館料無料			
	●吹きガラス体験（要予約）		料金：4,000
円		対象：小学 4年生以上		講師：柿崎均（ガ
ラス工芸家）		申込：ガラス工芸館
	☎ 384-7620
	生涯学習課	☎ 381-1060

旧町村農場 いずみ野 25

開館日：4/29（月・祝）～ 11/23（土・祝）
10:00 ～ 17:00	入館料無料　
●オープニングセレモニー	 	4/29（月・祝）
11:00 ～		江別第三中マンドリン部による
コンサートを開催。

	江別河川防災環境事業協同組合
										☎ 391-0990
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