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暮らしナビ

有料サイトに登録した自信が無いのであれば、記載

の電話番号や URL にこちらから問い合わせをしない

でしばらく様子を見ましょう。架空請求の可能性があります

ので、相手に連絡することにより新たな個人情報を聞き出さ

れたり、警察官や弁護士などを名乗り、さまざまな名目で金

銭を要求される場合がありますので注意が必要です。身に覚えのない有料サイトの請求…

問い合わせするべき？

 消費生活センター ☎ 381-1026

スマートフォンに「有

料サイトの料金が未

納です。本日中にご連絡く

ださい」と SMS（電話番号

で届くメール）に通知がき

た。サイトには登録した覚

えがないが自信はない。記載の電話番号

に問い合わせたほうが良いか。

　実際にはサービスを利用していない架空請求の場合が多い

です。SMS は、不特定の電話番号に対して無作為に送信され

ている可能性もあります。不安に思って相手に連絡をしてし

まうと、金銭を要求されることもあり、一度支払ってしまう

と取り戻すことは困難です。不審な SMS には絶対に問い合わ

せをしないで、警察や消費生活センターに相談してください。

　また、SMS などの迷惑メールの対策方法を、販売店にも相

談してみましょう。

消費生活相談Ｑ＆Ａ

問い合わせはダメ！周りに相談！

　大雨や長雨が降るときは、土砂災害の前兆現象に注

意するとともに、気象庁から発表される大雨警報や土

砂災害警戒情報などに注意し、早めの避難を心掛けて

ください。

　なお、市では土砂災害警戒区域を記載した「防災あ

んしんマップ」を作成し、今年度中に全戸配布を行う

予定です。

災害時、

避難所の混雑状況が確認できます！

　㈱バカンが提供するリアルタイム空き情報配信プ

ラットフォーム「VACAN（バカン）」を利用して、災

害時に市内の避難所 70 か所の混雑状況が

インターネット上で確認できます。詳し

くは市ホームページでご確認ください。

土砂災害警戒区域に市内の一部が指定されました
   危機対策・防災担当 ☎ 381-1407

 ※土砂災害防止法とは

　 土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関す

 る法律。土砂災害から生命および身体を守るため、土砂災害が発

 生する恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備などを

 推進するもの。

　大雨や地震のときなどに発生しやすい土砂災害は、

一瞬で大きな被害をもたらすこともある大変危険な災

害です。

　土砂災害の被害を未然に防ぐため、土砂災害防止法（※）

に基づき、土砂災害が発生したときに生命・身体に危

険の恐れがある以下の市内 7箇所の区域を北海道が「土

砂災害警戒区域」に指定しました。

▲市HP

上江別東町（内 4箇所）

大麻栄町（内 2箇所）

大麻中町（内 1箇所）

・該当箇所にお住いの方には、市から個別に連絡しています

・記載の町全域が土砂災害警戒区域に該当しているということではありま  

 
せん

◀ 詳しくは市 HPから
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27 広報えべつ 2021.5

みんなのひろば 7月号（7/7 以降の内容）の掲載依頼は5月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください	

　  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 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

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。

5 月 31 日㈪です。お近くの金融機関、コ

ンビニエンスストアなどで納期限までに納

めましょう。なお、クレジットカード納税

も利用できますので、詳しくは納税通知書

同封のリーフレットをご覧ください。

【課税に関する問い合わせ】

札幌道税事務所自動車税部 ☎746-1190

※自動音声でご案内します

【納税に関する問い合わせ】

石狩振興局納税課 ☎281-7910

 6 月 1 日は「電波の日」

 電波の困りごとをご相談ください

　総務省では電波に関

する困りごとや相談を

受け付けています。6 月

1 日を「電波の日」と

定め、6 月 10 日までの

「電波利用環境保護周知

啓発強化期間」に電波利用に関するルー

ルの周知・啓発活動を行います。総務省

北海道総合通信局では、電波の使われ方

を監視し、適正な電波環境の維持に努め

ています。  詳細：総務省 北海道総合通信

局 ☎ 737-0099 電話受付時間 平日 8:30～

12:00、13:00～ 17:00

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4 大学などの

連携で開催する市民向けの講座です。詳細

市内団体

パークゴルフ初心者講習会

　パークゴルフの基本的

なルール、マナーおよび

実技の指導。  日時：5/10、

6/7、7/12、8/16、9/6、

10/4 いずれも月曜日 9:00

～ 12:00（8:50 集合）  場

所：えべつ角山パークラン

ド（角山 199-1）  対象：パークゴルフ歴 2

年未満の初心者の方  受講料：800円  定

員：各日10名  申込・詳細：えべつ角山パー

クランド ☎ 389-5000

公共機関

自動車税種別割の納期限は
  5 月 31 日㈪です！

　令和 3年度の自動車税種別割の納期限は

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。

オンライン講座もありますので、

興味のある講座にぜひご参加く

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

▶フィールド講座　※オンライン講座です

　        札幌学院大学（文京台 11）

        詳細 /社会連携センター

         ☎ 386-8111 FA X 807-0373

※全てオンライン講座です。右

の QR コードから申し込みしてく

ださい

▶今年の世界経済の展望とマネープラン

▶ギリシャとエーゲ海の歴史を学ぶ

▶【人間理解学講座】人の本質を考える -「氏

と育ち」の視点から

　   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

※対面講座。札幌サテライトで開催（札幌

市中央区北 3西 7-1-1 緑苑ビル 4階）

▶グレタ・トゥーンベリさんの TED ×ストッ

クホルムにおけるスピーチ

ファイターズ戦にご招待！ ～ 江別市民応援デー ～

　北海道日本ハムファイターズは、5/30 ㈰ 14 時から札幌ドームで開催される中日ドラゴンズ戦に、

江別市にお住まいの方ペア 750 組 1500 名をご招待します。※応募多数の場合は抽選

5/1 ㈯～ 19 ㈬に球団

公式サイトの申し込

みフォームから。

https://www.fighters.co.jp

/expansion/invitation/2021

/dome_form.html

申し込み 対象席種 受け取り
Ｃ席指定

（塁側・座席は選べません）

席種、座席の変更を

希望される場合は、当選後お送りする

QRコード入場券から、または試合日当

日の札幌ドーム場内前売券売場で変更

が可能です。（有料・残席がある場合のみ）

当落通知は試合日の

約 1 週間前にメール

でお知らせします。

チケット（QR コード入場券）は当選

通知と共にメールでお送りします

問い合わせ：北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎ 0570-005-586（平日 10:00 ～ 17:30）

©H.N.F.

▲市 HP
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みんなのひろば 7月号（7/7 以降の内容）の掲載依頼は5月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

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。

5 月 31 日㈪です。お近くの金融機関、コ

ンビニエンスストアなどで納期限までに納

めましょう。なお、クレジットカード納税

も利用できますので、詳しくは納税通知書

同封のリーフレットをご覧ください。

【課税に関する問い合わせ】

札幌道税事務所自動車税部 ☎746-1190

※自動音声でご案内します

【納税に関する問い合わせ】

石狩振興局納税課 ☎281-7910

 6 月 1 日は「電波の日」

 電波の困りごとをご相談ください

　総務省では電波に関

する困りごとや相談を

受け付けています。6 月

1 日を「電波の日」と

定め、6 月 10 日までの

「電波利用環境保護周知

啓発強化期間」に電波利用に関するルー

ルの周知・啓発活動を行います。総務省

北海道総合通信局では、電波の使われ方

を監視し、適正な電波環境の維持に努め

ています。  詳細：総務省 北海道総合通信

局 ☎ 737-0099 電話受付時間 平日 8:30～

12:00、13:00～ 17:00

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4 大学などの

連携で開催する市民向けの講座です。詳細

市内団体

パークゴルフ初心者講習会

　パークゴルフの基本的

なルール、マナーおよび

実技の指導。  日時：5/10、

6/7、7/12、8/16、9/6、

10/4 いずれも月曜日 9:00

～ 12:00（8:50 集合）  場

所：えべつ角山パークラン

ド（角山 199-1）  対象：パークゴルフ歴 2

年未満の初心者の方  受講料：800円  定

員：各日10名  申込・詳細：えべつ角山パー

クランド ☎ 389-5000

公共機関

自動車税種別割の納期限は
  5 月 31 日㈪です！

　令和 3年度の自動車税種別割の納期限は

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。

オンライン講座もありますので、

興味のある講座にぜひご参加く

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

▶フィールド講座　※オンライン講座です

　        札幌学院大学（文京台 11）

        詳細 / 社会連携センター

         ☎ 386-8111 FA X 807-0373

※全てオンライン講座です。右

の QR コードから申し込みしてく

ださい

▶今年の世界経済の展望とマネープラン

▶ギリシャとエーゲ海の歴史を学ぶ

▶【人間理解学講座】人の本質を考える -「氏

と育ち」の視点から

　   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

※対面講座。札幌サテライトで開催（札幌

市中央区北 3西 7-1-1 緑苑ビル 4階）

▶グレタ・トゥーンベリさんの TED ×ストッ

クホルムにおけるスピーチ

ファイターズ戦にご招待！ ～ 江別市民応援デー ～

　北海道日本ハムファイターズは、5/30 ㈰ 14 時から札幌ドームで開催される中日ドラゴンズ戦に、

江別市にお住まいの方ペア 750 組 1500 名をご招待します。※応募多数の場合は抽選

5/1 ㈯～ 19 ㈬に球団

公式サイトの申し込

みフォームから。

https://www.fighters.co.jp

/expansion/invitation/2021

/dome_form.html

申し込み 対象席種 受け取り
Ｃ席指定

（塁側・座席は選べません）

席種、座席の変更を

希望される場合は、当選後お送りする

QRコード入場券から、または試合日当

日の札幌ドーム場内前売券売場で変更

が可能です。（有料・残席がある場合のみ）

当落通知は試合日の

約 1 週間前にメール

でお知らせします。

チケット（QR コード入場券）は当選

通知と共にメールでお送りします

問い合わせ：北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎ 0570-005-586（平日 10:00 ～ 17:30）

        

       
       

   
   

     ☎

©H.N.F.©H.N.F.
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みんなのひろば 7月号（7/7 以降の内容）の掲載依頼は5月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

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。

5 月 31 日㈪です。お近くの金融機関、コ

ンビニエンスストアなどで納期限までに納

めましょう。なお、クレジットカード納税

も利用できますので、詳しくは納税通知書

同封のリーフレットをご覧ください。

【課税に関する問い合わせ】

札幌道税事務所自動車税部 ☎746-1190

※自動音声でご案内します

【納税に関する問い合わせ】

石狩振興局納税課 ☎281-7910

 6 月 1 日は「電波の日」

 電波の困りごとをご相談ください

　総務省では電波に関

する困りごとや相談を

受け付けています。6 月

1 日を「電波の日」と

定め、6 月 10 日までの

「電波利用環境保護周知

啓発強化期間」に電波利用に関するルー

ルの周知・啓発活動を行います。総務省

北海道総合通信局では、電波の使われ方

を監視し、適正な電波環境の維持に努め

ています。  詳細：総務省 北海道総合通信

局 ☎ 737-0099 電話受付時間 平日 8:30～

12:00、13:00～ 17:00

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4 大学などの

連携で開催する市民向けの講座です。詳細

市内団体

パークゴルフ初心者講習会

　パークゴルフの基本的

なルール、マナーおよび

実技の指導。  日時：5/10、

6/7、7/12、8/16、9/6、

10/4 いずれも月曜日 9:00

～ 12:00（8:50 集合）  場

所：えべつ角山パークラン

ド（角山 199-1）  対象：パークゴルフ歴 2

年未満の初心者の方  受講料：800円  定

員：各日10名  申込・詳細：えべつ角山パー

クランド ☎ 389-5000

公共機関

自動車税種別割の納期限は
  5 月 31 日㈪です！

　令和 3年度の自動車税種別割の納期限は

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。

オンライン講座もありますので、

興味のある講座にぜひご参加く

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

▶フィールド講座　※オンライン講座です

　        札幌学院大学（文京台 11）

        詳細 / 社会連携センター

         ☎ 386-8111 FA X 807-0373

※全てオンライン講座です。右

の QR コードから申し込みしてく

ださい

▶今年の世界経済の展望とマネープラン

▶ギリシャとエーゲ海の歴史を学ぶ

▶【人間理解学講座】人の本質を考える -「氏

と育ち」の視点から

　   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

※対面講座。札幌サテライトで開催（札幌

市中央区北 3西 7-1-1 緑苑ビル 4階）

▶グレタ・トゥーンベリさんの TED ×ストッ

クホルムにおけるスピーチ

ファイターズ戦にご招待！ ～ 江別市民応援デー ～

　北海道日本ハムファイターズは、5/30 ㈰ 14 時から札幌ドームで開催される中日ドラゴンズ戦に、

江別市にお住まいの方ペア 750 組 1500 名をご招待します。※応募多数の場合は抽選

5/1 ㈯～ 19 ㈬に球団

公式サイトの申し込

みフォームから。

https://www.fighters.co.jp

/expansion/invitation/2021

/dome_form.html

申し込み 対象席種 受け取り
Ｃ席指定

（塁側・座席は選べません）

席種、座席の変更を

希望される場合は、当選後お送りする

QRコード入場券から、または試合日当

日の札幌ドーム場内前売券売場で変更

が可能です。（有料・残席がある場合のみ）

当落通知は試合日の

約 1 週間前にメール

でお知らせします。

チケット（QR コード入場券）は当選

通知と共にメールでお送りします

問い合わせ：北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎ 0570-005-586（平日 10:00 ～ 17:30）

        

       
       

   
   

     ☎

©H.N.F.©H.N.F.
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27 広報えべつ 2021.5

みんなのひろば 7月号（7/7 以降の内容）の掲載依頼は5月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

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。

5 月 31 日㈪です。お近くの金融機関、コ

ンビニエンスストアなどで納期限までに納

めましょう。なお、クレジットカード納税

も利用できますので、詳しくは納税通知書

同封のリーフレットをご覧ください。

【課税に関する問い合わせ】

札幌道税事務所自動車税部 ☎746-1190

※自動音声でご案内します

【納税に関する問い合わせ】

石狩振興局納税課 ☎281-7910

 6 月 1 日は「電波の日」

 電波の困りごとをご相談ください

　総務省では電波に関

する困りごとや相談を

受け付けています。6 月

1 日を「電波の日」と

定め、6 月 10 日までの

「電波利用環境保護周知

啓発強化期間」に電波利用に関するルー

ルの周知・啓発活動を行います。総務省

北海道総合通信局では、電波の使われ方

を監視し、適正な電波環境の維持に努め

ています。  詳細：総務省 北海道総合通信

局 ☎ 737-0099 電話受付時間 平日 8:30～

12:00、13:00～ 17:00

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4 大学などの

連携で開催する市民向けの講座です。詳細

市内団体

パークゴルフ初心者講習会

　パークゴルフの基本的

なルール、マナーおよび

実技の指導。  日時：5/10、

6/7、7/12、8/16、9/6、

10/4 いずれも月曜日 9:00

～ 12:00（8:50 集合）  場

所：えべつ角山パークラン

ド（角山 199-1）  対象：パークゴルフ歴 2

年未満の初心者の方  受講料：800円  定

員：各日10名  申込・詳細：えべつ角山パー

クランド ☎ 389-5000

公共機関

自動車税種別割の納期限は
  5 月 31 日㈪です！

　令和 3年度の自動車税種別割の納期限は

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。

オンライン講座もありますので、

興味のある講座にぜひご参加く

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

▶フィールド講座　※オンライン講座です

　        札幌学院大学（文京台 11）

        詳細 / 社会連携センター

         ☎ 386-8111 FA X 807-0373

※全てオンライン講座です。右

の QR コードから申し込みしてく

ださい

▶今年の世界経済の展望とマネープラン

▶ギリシャとエーゲ海の歴史を学ぶ

▶【人間理解学講座】人の本質を考える -「氏

と育ち」の視点から

　   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

※対面講座。札幌サテライトで開催（札幌

市中央区北 3西 7-1-1 緑苑ビル 4階）

▶グレタ・トゥーンベリさんの TED ×ストッ

クホルムにおけるスピーチ

ファイターズ戦にご招待！ ～ 江別市民応援デー ～

　北海道日本ハムファイターズは、5/30 ㈰ 14 時から札幌ドームで開催される中日ドラゴンズ戦に、

江別市にお住まいの方ペア 750 組 1500 名をご招待します。※応募多数の場合は抽選

5/1 ㈯～ 19 ㈬に球団

公式サイトの申し込

みフォームから。

https://www.fighters.co.jp

/expansion/invitation/2021

/dome_form.html

申し込み 対象席種 受け取り
Ｃ席指定

（塁側・座席は選べません）

席種、座席の変更を

希望される場合は、当選後お送りする

QRコード入場券から、または試合日当

日の札幌ドーム場内前売券売場で変更

が可能です。（有料・残席がある場合のみ）

当落通知は試合日の

約 1 週間前にメール

でお知らせします。

チケット（QR コード入場券）は当選

通知と共にメールでお送りします

問い合わせ：北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎ 0570-005-586（平日 10:00 ～ 17:30）

        

       
       

   
   

     ☎
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みんなのひろば 7月号（7/7 以降の内容）の掲載依頼は5月20日㈭まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

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。

5 月 31 日㈪です。お近くの金融機関、コ

ンビニエンスストアなどで納期限までに納

めましょう。なお、クレジットカード納税

も利用できますので、詳しくは納税通知書

同封のリーフレットをご覧ください。

【課税に関する問い合わせ】

札幌道税事務所自動車税部 ☎746-1190

※自動音声でご案内します

【納税に関する問い合わせ】

石狩振興局納税課 ☎281-7910

 6 月 1 日は「電波の日」

 電波の困りごとをご相談ください

　総務省では電波に関

する困りごとや相談を

受け付けています。6 月

1 日を「電波の日」と

定め、6 月 10 日までの

「電波利用環境保護周知

啓発強化期間」に電波利用に関するルー

ルの周知・啓発活動を行います。総務省

北海道総合通信局では、電波の使われ方

を監視し、適正な電波環境の維持に努め

ています。  詳細：総務省 北海道総合通信

局 ☎ 737-0099 電話受付時間 平日 8:30～

12:00、13:00～ 17:00

市民カレッジ

　市民カレッジは、市と市内 4 大学などの

連携で開催する市民向けの講座です。詳細

市内団体

パークゴルフ初心者講習会

　パークゴルフの基本的

なルール、マナーおよび

実技の指導。  日時：5/10、

6/7、7/12、8/16、9/6、

10/4 いずれも月曜日 9:00

～ 12:00（8:50 集合）  場

所：えべつ角山パークラン

ド（角山 199-1）  対象：パークゴルフ歴 2

年未満の初心者の方  受講料：800円  定

員：各日10名  申込・詳細：えべつ角山パー

クランド ☎ 389-5000

公共機関

自動車税種別割の納期限は
  5 月 31 日㈪です！

　令和 3年度の自動車税種別割の納期限は

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。

オンライン講座もありますので、

興味のある講座にぜひご参加く

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

▶フィールド講座　※オンライン講座です

　        札幌学院大学（文京台 11）

        詳細 / 社会連携センター

         ☎ 386-8111 FA X 807-0373

※全てオンライン講座です。右

の QR コードから申し込みしてく

ださい

▶今年の世界経済の展望とマネープラン

▶ギリシャとエーゲ海の歴史を学ぶ

▶【人間理解学講座】人の本質を考える -「氏

と育ち」の視点から

　   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

※対面講座。札幌サテライトで開催（札幌

市中央区北 3西 7-1-1 緑苑ビル 4階）

▶グレタ・トゥーンベリさんの TED ×ストッ

クホルムにおけるスピーチ

ファイターズ戦にご招待！ ～ 江別市民応援デー ～

　北海道日本ハムファイターズは、5/30 ㈰ 14 時から札幌ドームで開催される中日ドラゴンズ戦に、

江別市にお住まいの方ペア 750 組 1500 名をご招待します。※応募多数の場合は抽選

5/1 ㈯～ 19 ㈬に球団

公式サイトの申し込

みフォームから。

https://www.fighters.co.jp

/expansion/invitation/2021

/dome_form.html

申し込み 対象席種 受け取り
Ｃ席指定

（塁側・座席は選べません）

席種、座席の変更を

希望される場合は、当選後お送りする

QRコード入場券から、または試合日当

日の札幌ドーム場内前売券売場で変更

が可能です。（有料・残席がある場合のみ）

当落通知は試合日の

約 1 週間前にメール

でお知らせします。

チケット（QR コード入場券）は当選

通知と共にメールでお送りします

問い合わせ：北海道日本ハムファイターズ お客様センター ☎ 0570-005-586（平日 10:00 ～ 17:30）
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