
21 広報えべつ 2020.6

市内団体

 四季のみち清掃ボランティア

日時：6/14、7/12、8/2、

9/13、10/11 いずれも日

曜日8:00から1時間程度。

雨天中止。集合場所：「四

季のみち」夏のゾーンに

流れる川のそばのあずま

や  持ち物：レジ袋、火ばさみ（事務局で

も用意）  詳細：美しいまちづくりエコの

会（松田） ☎・FA X 384-3463

公共機関

知ってますか？
 道の「苦情審査委員」制度

　道が行った業務や制度の内容を審査す

る制度を「北海道苦情審査委員」制度とい

います。自身の利害に係る苦情であれば申

し立てをし、苦情審査委員が公正で中立的

な立場から道の関係機関に対し必要な調査

を行います。道に不備な点や問題がある場

合は是正や改善を求めます。個人情報の保

護にも配慮します。 詳細：北海道総合政

策部知事室道政相談センター☎ 204-5523 

FA X 241-8181 E-mail=kujyou.koueki@pref.

hokkaido.lg.jpまたは各総合振興局総務課

ボイラー取扱業務従事者
 安全衛生等教育

　ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育講

習、ボイラー取扱作業主任者能力向上教育

講習。労働災害防止のため事業者はボイ

ラー取扱業務に従事する者に対し、5 年毎

の安全・衛生教育を行うよう努めなければ

なりません。  日時：8/21 ㈮ 8:45 ～ 17:00

みんなのひろば

　       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

▶ペットの健康 ～これって目の病気？～

　  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

▶韓国について研究した

ら日本の未来が見えて

きた ～日韓比較経済社

会論入門～

▶やさしく伝わる日本語

～身近な人とのコミュニケーション再考～

▶教員のための教育心理学 

～実践知からの学び直し～

▶Ｊ・Ｋ・ローリングのハーバード大学にお

けるスピーチ

8月号（8/7 以降の内容）の掲載依頼は6月19日㈮まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

会場：北農健保会館（札幌市中央区北4西7）  

受講料：7,700 円（テキスト代別途 1,884

円）  定員：40 名  申込：2か月前から定

員に達するまで。（一社）日本ボイラ協会

北海道支部 ☎ 717-8636 HＰ http://jba-

hokkaido.sakura.ne.jp

 ボイラー実技講習

　2 級ボイラー技士免許（国家資格）交

付要件講習。免許取得には講習のほかに

学科試験の合格が必要。  日程：① 8/5 ㈬

～ 7 ㈮ ② 9/2 ㈬～ 4㈮  会場：いずれも

デ・アウネさっぽろ（札幌市東区北 6東 4）  

受講料：22,000 円（テキス

ト代別途）  定員：40 名  申

込：各日 2 か月前から定員

に達するまで。（一社）日本

ボイラ協会北海道支部 

☎ 717-8636 HＰ http://jba-

hokkaido.sakura.ne.jp

 JA 道央人材雇用確保事業

　 市内農家で農作業に従事す

る方を募集。18 ～ 65 歳（応相

談）。1 日 4 ～ 8 時間程度。土

日祝日も勤務できる方歓迎。自

動車通勤できる方。申込・詳細：

人材雇用確保事業江別運営協議

会事務局（JA 道央江別営農セ

ンター営農振興課内）☎ 382-4114

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。

詳細：生涯学習課 ☎ 381-1062

ご注意を！

　新型コロナウイルスの影響により、

例年開催されていたイベントが中止に

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。

 自治会では、子どもの見守り活動や

防災活動、生活道路の排雪、集団資源

回収、防犯灯の維持管理、ラジオ体操、

夏祭り、出産・敬老のお祝いなど、住み

よい豊かな地域づくりに関する活動を

行っています。

　加入にあたり、区（班）長さんがわか

らない場合は、お問い合わせください。

自連協ホームページからも申し込み

できます。

問い合わせ：江別市自治会

連絡協議会事務局（市民生

活課内）☎ 381-1018 ▲ HPはこちら

▲HPはこちら

ペットの健康

～ これって目の病気？ ～

 自 治 会 に
 
入りませんか？
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