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健康×暮らしナビ

 開発指導課（野幌駅周辺区画整理担当） ☎ 381-1086

サイクルシェアリング一般会員募集

●申し込み・お問い合わせ  ※申し込みの方は事前にご連絡ください

場所：野幌駅周辺地区サイクルシェアリング運営事務局

　　　野幌町 59-8　FUN・BUONO（ファン・ヴォーノ）内 ☎ 398-6900

受付時間：11時～ 16時（火・水・木）

　　　　　17時～ 23時（火～土 ファン・ヴォーノ営業時間内）

　　　　　 ※新型コロナウイルス感染症対策により、営業時間が変更の場合あり

必要なもの：本人確認書類（運転免許証・学生証など）、料金 3,000 円

実施期間：1シーズン　

          4 月 1日㈮～11月 30日㈬

　　　　　24時間利用可能

利用料金：1シーズン 3,000 円　※月単位では利用不可

利用条件：通勤・通学で自宅と野幌駅を往復する高校生以上

　　　　　の方　※買物を目的とした登録は不可

募集期間：3月 1日㈫～　定員になり次第終了（先着 42名）

（注 1）北海道情報大学会員は別途募集します。

　　　詳細は学生サポートセンター事務局（☎ 385-4416）　

　　　までお問い合わせください

ふだんの生活にプラス 1

ここにもあるある！
協働のまちづくり Part4 私たちの身近なところで行われている協働の取り

組みを紹介します。 詳細 市民生活課 ☎381-1124

　

親子の居場所づくりと多世代交流の場
活動のお問い合わせ：子育て支援ワーカーズきらきら
☎ 090-9527-5465（窓口）  FA X 387-9077

《 親子ひろば 》

　親子で気軽に立ち寄り、のんびり過ご

せる居場所づくりを目指して、新栄自治

会と協力し新栄会館で週 1回開催してい

ます。絵本を読んだり、工作をしたり、

木のおもちゃや手作りおもちゃで遊びま

す。どなたでも参加できます。

《 e- たいむ・CoCo カフェ 》

　新栄会館とココルクえべつで、月 1

回開催しています。どなたでも参加で

き、コーヒーを飲みながら折り紙など

をします。地域の方と一緒に色々な世

代で交流し、地域全体で子育てに関

わっていきたいと考えています。

親子そろってゆっくりすごせる「親子ひろば」と、多世代交流サロン「e- たいむ」「CoCo カフェ」を紹介します。

ホームページ

Instagram

※日・月・祝日は担当者不在のため対応できません

※時間内の申し込みが難しい場合はご相談ください

※電話がつながらない場合は、開発指導課（野幌駅周辺区画整理担当）にご連絡

　ください
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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

3月

4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

指先を上に向けて 5 指をすぼ

めた右手を、胸の脇から前に

動かしながら緩やかに開く

「令和」
3 1

※ちょこっと手話の動画を公開しています→　

接種期間　令和 4 年 3 月 31 日㈭まで。※期間経過後は任意接種となり、

全額自己負担となりますのでご注意ください。詳細は昨年 4月に送付した

案内をご覧ください。転入その他の事情により案内が手元にない方は、保

健センター管理係 ☎ 391-8036 までご連絡ください。

対象　江別市民で以下の生年月日に該当する方

昭和 31年 4月2日～32年 4月1日生 昭和 26 年 4月2日～27年 4月1日生

昭和 21年 4月2日～22年 4月1日生 昭和16 年 4月2日～17年 4月1日生

昭和11年 4月2日～12年 4月1日生 昭和 6 年 4 月 2 日～ 7 年 4 月 1日生

大正15年 4月2日～昭和2年 4月1日生 大正 10 年 4月2日～11年 4月1日生

高齢者肺炎球菌ワクチン

　エキノコックス症の早期発見、早期治療のために採血検

診を行っています。予約不要。直接会場へお越しください。

エキノコックス症検診 無 料

対象　小学 3年生以上の市民で、過去に異常なしの方の検

　　　診は 5 年に 1度

日時　3 月 16 日㈬、17 日㈭ 6:30 ～ 11:30

　　　　　18 日㈮ 8:00 ～ 11:30

会場　保健センター

※健康保険証をお持ちください

※同会場で集団検診を実施しています

※18 日はレディース検診のため原則女性のみ
詳細  保健センター ☎ 385-5252

日　程 内　科・小 児 科 外　科　系

3/6（日）
□江別循環器（内科のみ）　中央町 1-1　☎ 389-0810
□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

13（日）
□高橋内科医院（内科のみ）　大麻扇町 3-7 ☎ 386-5222
□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

20（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）

21（月・祝）
■ゆきざさ循環器内科（乳児事前連絡必要）　野幌屯田町 23-19　☎ 384-1000（診療時
間 8:30～17:00）

□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111

27（日）□あさひ町南大通クリニック　（乳児事前連絡必要）　朝日町 3-30　☎ 383-9816 
□江別谷藤病院　幸町 22-1
☎ 382-5111

4/3（日）
□渓和会江別病院（内科のみ）　野幌代々木町 81-6　☎ 382-1111

□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                 
□渓和会江別病院　野幌代々木町 81-6

☎ 382-1111 
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