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 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。

市内団体

フリーマーケット 出店者募集

日 時：8/29 ㈰

9:00 ～ 13:00  

会場：江別市

役所正面駐車

場（高砂町 6）  

対象：アマチュ

アに限る  

申込・詳細：開

催日の 10 日前必着で往復ハガキ、ファク

ス、メールで申し込み。日本リサイクルネッ

トワーク・えべつ （高砂町 11-10）☎・ FA X

385-2917 E-mail：nrn-ebetsu@river.ocn.

ne.jp

第 72 回北海道女性大会 兼 

 第 69 回江別市女性大会

　パネリストに札幌学院大学理事長 兼 江

別製粉㈱ 安孫子建雄氏、㈱菊水 杉野邦彦

氏、㈱町村農場 町村均氏を迎えてシンポ

ジウムを行います。シンポジウム後は宮武

玲子さんによるピアノ演奏をお楽しみくだ

さい。要申し込み。  日時：9/3㈮ 13:00～

（受付は 12:00 ～） 会場：えぽあホール  

対象：市民どなたでも  参加料：2,500 円

（資料代含む）  申込・詳細：江別女性協 

☎385-3152または ☎090-5981-8410（鈴木）

公共機関

 制度開始から 1 年、利用者増加中！

 自筆証書遺言書保管制度

　自筆で作成した遺言書を 1件 3,900 円で

法務局に保管することができる制度がス

みんなのひろば 10月号（10/7以降の内容）の掲載依頼は8月20日㈮まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください	

タートしてから 1 年が

経過しました。遺言の

方式には主に、公証人

が関与して遺言書を作

成し公証役場に保管す

る公正証書遺言と、自

分で書いて自分で保管

する自筆証書遺言があ

ります。自筆証書遺言

が遺言者の死亡後に発見されない、書き換

えられてしまったなど「保管」についての

問題を防ぐための制度です。詳しくは法務

省のホームページをご覧くださ

い。詳細：札幌法務局 民事行政

部供託課 ☎ 709-2311

（内線 2172）

 特定疾患医療受給者証等

  有効期間延長と更新申請期間

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

え、有効期限の満了日を「令和 3 年 12 月

31日」まで延長することとしました。また、

更新申請期間としては令和 3年 9月下旬か

ら令和3年12月28日までの予定ですので、

ご注意ください。

対象となるのは以下の受給者証です。

・特定医療費（指定難病）受給者証

・肝炎治療特別促進事業受給者証

 （B型慢性肝疾患（核酸アナログ治療））

　なお、感染拡大防止の観点から 3密を回

避するため、原則郵送による申請とさせて

いただきます。令和 4年 1月に病院の受診

の予定がある方は、早めに申請していただ

きますよう、お願いします。更新手続きの

方法などは 8月下旬を目途に対象の受給者

へご連絡します。 詳細：北海道江別保健所 

☎ 383-2111

 夜間中学を学ぶシンポジウム

 「夜間中学ってなあに？」

　令和 4年 4月、札幌市に北海道初の公立

夜間中学（札幌市立星友館中学校）が開校

します。開校にあたり、シンポジウムを開

催します。夜間中学の説明に加え、有識者

を招いての講演やパネルディスカッション

を行います。どなたでも参加できます。託

児、車いす、手話通訳はありません。

日時：8/21㈯ 13:30 ～ 16:30  会場：アス

ティ 45 16 階 ACU-A 大研修室（札幌市中

央区北 4 西 5）  申込：8/18 ㈬までに札幌

市のホームページから、またはコールセン

ター☎ 222-4894 へ。（コールセンターは混

雑する場合があります）グループでの申し

込みは 5名まで。  主催：札幌市教育委員

会夜間中学担当課 

☎ 211-3851  

詳細：江別市教育支援

課 ☎ 381-1409

 就学義務猶予免除者等の

 中学校卒業程度認定試験

　中学校卒業程度の学力があるかどうかを

認定するために国が行う試験です。合格者

には高等学校の入学資格が与えられます。

願書受付期間：9/3 ㈮まで  詳細：文部科

学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試

験第二係 ☎ 03-5253-4111

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。オンライ

ン講座も開催しています。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
　   北海道情報大学（西野幌 59-2）

　   詳細 /通信教育部事務部

     ☎ 385-4427 FA X 385-1074

      
Email=hiukouza@do-johodai.ac.jp

【全て対面講座】

※は札幌サテライト（札幌市中央区北 3 西

7-1-1 緑苑ﾋﾞﾙ 4 階）で開催。

▶ MS Office でイラスト作成

▶スラッシュリーディ

ングとフォニックス 

～英語を速く正確に

読むテクニックと正

しく発音するための

基礎知識～

▶身近になりつつある地球観測衛星データ

でできること ※

▲法務省 HP

「遺言書ほかんガルー」

▲江別市 HP▲札幌市 HP
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廃棄物対策課　☎ 383‐4211

資源物の出し方

ふた・ラベルをはずし、洗う

そのごみ、収集されないかも !?

ごみ減量を推進する孤高の侍
ゴミザムライ

　市では、「公共ごみ袋」を、各自治会や以下

の場所に配布しています。　

　今年 8月からは、従来の 40 ℓサイズに加え、

10 ℓサイズも用意していますので、ご利用の

際は各配布先に申し出ください。

【配布場所】　廃棄物対策課（環境事務所）/市民生活課（市

役所西棟 2 階）/ 市役所大麻出張所 / 各地区センター / 江

別市区画整理記念会館 /野幌公会堂

◆「公共ごみ袋」を使用できるごみ

・地域一斉清掃などのボランティア活動で収集したもの

・公園、道路、ごみステーションなどの清掃で収集したもの

・公園、街路樹などの落ち葉を収集したもの

・自治会館内や敷地の清掃で収集したもの

◆「公共ごみ袋」の出し方

①「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「危険ごみ」に分別し、

それぞれの収集日にごみステーションへ出してください。

②多量（40 ℓサイズ 5袋以上）の場合は別途収集しますので、

事前に担当課までご連絡ください。

資源物のごみの出し方が間違っていると、収集されず、ご

みステーションがあふれる原因になります。

　特に夏場は、ペットボトルや缶などの資源物が多くなりま

すので、次のように分別してください。

公共ごみ袋 を 配布しています

・異物が混ざっていないか確認するため、

「透明または半透明の袋」に入れて出して

ください。

・「ペットボトル」と「びん・缶」は、同

じ袋に入れて出すことができません。袋

は品目ごとに分けて出してください。特

に「危険ごみ」（スプレー缶、ガスカセッ

ト缶、蛍光管、電池、水銀体温計・温度計、

ライターなど）が混ざると事故の原因に

なるため、絶対に混ぜないでください。

※白色トレイ以外の食品容器は「燃やせるごみ」です。

※新聞紙・雑誌・段ボールは、自治会などが行っている「集

団資源回収」に出してください。市の収集に出す場合は「燃

やせるごみ」です。

・「ペットボトル」や「びん」に付いているふ

た、「ペットボトル」のラベルは、はずして

出してください。（公共施設などで捨てる場

合もはずしてください）

※プラスチックのふた、ペットボトルのラベル

は「燃やせるごみ」、金属のふたは「燃やせ

ないごみ」です。

・汚れたままではリサイクルができません。

資源物は必ず洗い、紙パックは開いて乾か

してから出してください。

詳細  廃棄物対策課庶務係 ☎ 383-4217

　夏の生ごみは、腐敗しやすく悪臭の原因になります。

　生ごみを減らすためには、食材を「使いきる、食べきる」、

捨てる前に「水をきる」ことが大切です。

　捨てられることの多い野菜は、ゆでるなどひと手間加え、

長持ちさせましょう。生ごみは、なるべく濡らさず、水切

りネットなどで水を切り、最後にひとしぼりしま

しょう。詳しくは、市のホームページをご覧くだ

さい。

夏場のごみ減量対策

透明の袋で分けて出す
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