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暮らしナビ＆健康だより

　　　　　　　　持ち物　汗拭きタオル、飲み物、動きやすい

　　　　　　　　　　　 服装と靴

　　　　　　　　定員　先着 25 名

　　　　　　　　料金　100 円（傷害保険料含む）

　　　　　　　　申込方法  1/5 ㈬～12 ㈬に電話で申し込み

　　　　　　　　 主催 江別地区地域健康づくり推進員会

1/17㈪
10:00 ～ 11:40

勤労者研修センター

　　　　　　　　持ち物　上靴（必須）、外靴を入れる袋、汗拭

                        きタオル、飲み物、動きやすい服装

　　　　　　　　定員　先着 45 名

　　　　　　　　料金　100 円（傷害保険料含む）

　　　　　　　　申込方法  1/13 ㈭～21 ㈮に電話で申し込み

　　　　　　　　 主催 野幌地区地域健康づくり推進員会

1/31㈪
10:00 ～ 11:40

市 民 体 育 館

　リズムにのって体を動かすことで、気軽に有酸素運動

ができます。

えべつ市民健康づくりプラン21 事前申込制 !

やさしい筋トレ・ストレッチと

E-リズム簡単バージョン

◆参加の際のお願い

当日は必ず体温を計測し、受付でお知らせください。

発熱や喉の痛み、風邪症状がある場合は参加を見合わせてください。

新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止になる場合があります。

申込・詳細   保健センター ☎ 385-5252

　さまざまな事情で生活に不安を抱えている方や、新型

コロナウイルス感染症の拡大により、収入が減少し家計

が苦しいなどの生活の困りごとについて相談をお受けし

ています（生活保護受給中の方は除く）。

　相談内容に応じて、利用者一人一人にあった支援プラ

ンを作成し、自立へ向けた支援を行います。

　また、くらしサポートセンターえべつで、就労のため

のより丁寧な支援が必要と認められた方は「しごとサポー

トセンターコクリ」を利用できます。「失業して自信を失っ

た」、「働いた経験がない」など、就労への一歩を踏み出

せない方へ支援を行います。

あなたに合う支援プランを一緒に考えます！
暮らしの困りごとは

こちらへ相談！ くらしサポートセンターえべつ
こんな悩みを抱えていませんか？

失業した… 借金で

生活が苦しい

家族が

引きこもり
近所との
繋がりがない

仕事に

就いた事がない

　相談の内容はどのようなことでも構いません。まずは、

くらしサポートセンターえべつへ電話・メール・ファクス

でお問い合わせください。状況に応じて訪問も行います。

（錦町 14-87 総合社会福祉センター内）

くらしサポートセンターえべつ

平日 8:45 ～ 17:15　相談無料

☎ 375-8987　FA X 385-1236

Email:kurasapo@ebetsu-shyakyo.jp
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※都合により変更される場合があります。詳しくは北海道救急医療情報案内センター（ 0120-20-8699､ 携帯電話からは 011-221-8699）、

江別市消防本部（☎ 382-5453）までお問い合わせいただくか、新聞紙上または江別医師会のホームページでご確認ください。

休日・祝日当番病・医院（救急・急病）
【診療時間】内科・小児科 9:00 ～ 17:00/ 外科系 9:00 ～翌朝 9:00（■印の医療機関は診療時間が異なります） 江別医師会 HP

1月

2月

●北海道産婦人科救急電話相談 ＜さんぷきゅうきゅう＞

  ☎ 290-3299　（年間全日対応 19:00 ～翌朝 9:00）

●北海道小児救急電話相談　＜お子さんの急な病気やけが＞

  ☎ 232-1599 または＃ 8000（年間全日対応 19:00 ～翌朝 8:00） 電話相談

江別市夜間急病センター＜内科・小児科＞ 
診療時間19:00～翌朝 7:00（受付 18:30～翌朝 6:30)

錦町 14-5 ☎ 391-0022

※発熱感冒症状のある方は、来院前にお電話でご連絡ください。

年中無休

日　程 内　科・小 児 科 外　科　系

1/1（土･祝）
□江別内科クリニック（内科のみ）　元江別本町 35-2　☎ 381-8900
□よしなりこどもクリニック　上江別東町 44-17　☎ 391-4470
□野幌病院（内科のみ）　野幌町 53-5　☎ 382-3483

□野幌病院　野幌町 53-5  
☎ 382-3483

2（日）
□ささなみ内科クリニック（乳児事前連絡必要）　野幌町 66-2　☎ 382-3373
□江別谷藤病院（内科のみ）　幸町 22-1　☎ 382-5111

□江別谷藤病院　幸町 22-1　
☎ 382-5111

3（月）
□高橋内科医院三番通りクリニック（内科のみ）　大麻ひかり町 32-1　☎ 387-7788
□おおあさ鈴木ファミリークリニック　大麻扇町 3-4　☎ 386-5303
□江別谷藤病院（内科のみ）　幸町 22-1　☎ 382-5111

□江別谷藤病院　幸町 22-1　
☎ 382-5111

9（日）
□アウル内科クリニック（乳児事前連絡必要）　東野幌本町 2-18　☎ 383-3456
□松尾こどもクリニック（小児科のみ） 高砂町 25-11 江別メディカル 3階 ☎ 384-8819

□江別谷藤病院　幸町 22-1　
☎ 382-5111

10（月・祝）□北町クリニック（内科のみ）大麻北町 607-2　☎ 386-2160
□ウルトラ内科小児科クリニック（小児科のみ）　大麻栄町 11-9　☎ 688-8801

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

16（日）■江別市立病院（内科・小児科）　若草町6　☎ 382-5151　（診療時間 8:30～17:00）
■江別市立病院　若草町 6 ☎ 382-5151

（診療時間 8:30～翌朝 8:30）

23（日）
■平賀内科クリニック（乳児事前連絡必要） 野幌東町 26-26　☎ 382-5989　
（診療時間 8:30 ～ 17:00）
□あずま子ども家庭クリニック（小児科のみ）　野幌住吉町 25-10　☎ 385-2500

□江別谷藤病院　幸町 22-1　
☎ 382-5111

30（日）
□内科循環器科白樺通りクリニック（内科のみ）　野幌若葉町 40-11　☎ 383-7111
□よしなりこどもクリニック　上江別東町 44-17　☎ 391-4470

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

2/6（日）
□渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111
□おおあさ鈴木ファミリークリニック　大麻扇町 3-4　☎ 386-5303

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

江別市手話言語条例を知っていますか？

手話言語条例の詳細はこちらから→　

　手話が言語であることを広く市民に知って

もらい、あらゆる場面で使いやすい社会を実

現するために施行された条例です。（2019 年

4 月 1 日施行）

 障がい福祉課 ☎ 381-1031
両手の人差指の先を

上下で向かい合わせる

「正月」

過去の掲載 動画はこちらから→　

「正月」の動画はこちらから→　
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