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　研修を受けた支援員が、認知症高齢者を見守り、話

し相手になります。症状の進行抑制や家族の外出・休

息にお役立てください。

日時：9時～ 17 時の必要な時間で、月 8日以内

　　 （日曜・祝日・年末年始を除く）

対象：認知症の症状がある本人、介護している家族

料金：1時間あたり 100 円

申込方法：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

詳細   介護保険課 ☎ 381-1067

暮らしナビ

　緊急時にボタンを押すだけ

で消防署へ通報できる装置を

お貸しします。

　貸与には条件がありますの

で、詳細は介護保険課（本庁

舎西棟 1階 ☎ 381-1067）へお問い合わせください。

対象：1人暮らしで身体病弱な高齢者、重度身体障がい者

料金：無料

高齢者・身障者世帯
緊急通報システムの設置

　認知症などにより行方不明となることが予測される

高齢者などに現在位置を検索できる位置情報端末機器

(GPS) を貸し出します。

対象：認知症などの症状により行方不明になる可能性

　　　がある高齢者などを在宅で介護している方

料金：月額 550 円

申込方法：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

認知症高齢者等行方不明時
位置検索サービス

　高齢者への虐待は早期発見により深刻な事態を防ぐ

ことができます。身近な高齢者の状況に気を配り、気

づいたことがあればご連絡ください。また、介護をす

る方への支援も行っています。一人で抱え込まず、お

気軽にご相談ください。

相談先　地域包括支援センター

江別第一　☎389-4144　　　　　江別第二　☎389-5420

野幌第一　☎ 381-2940　　　　　大麻第一　☎ 388-5100

高齢者虐待に関する相談先

　成年後見制度は、認知症や知的・精神障がいなどで

判断能力が十分でない方の権利や財産を守る法律上の

制度です。成年後見支援センターでは、高齢者や障が

いのある方が住みなれた地域で安心して生活できるよ

う、成年後見制度に関するさまざまな相談をお受けし、

利用のためのお手伝いをします。

成年後見支援センター ☎ 375-8988

場所：社会福祉協議会（総合社会福祉センター内）

受付時間：平日 8時 45 分～ 17 時 15 分

対象：認知症などの症状により帰宅困難になる可能性

　　　がある高齢者などを在宅で介護している方

料金：年額 3,600 円

申込方法：介護保険課（本庁舎西棟1階）で直接申し込み

みまもりあいステッカー
利用サービス

認知症高齢者や障がいのある方、

その家族、介護をされている方などへ

　外出時に帰宅困難

となる可能性がある

高齢者などの衣類や

持ち物に貼付できる

布製シールです。記

載されたフリーダイ

SOS
緊急連絡転送 ID

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☎ 0120-99-7937

ヤルに電話すると、高齢者などの家族と連絡が取るこ

とができます。個人情報は守られます。

さまざまな支援を行っています
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市内団体

　日時：6/12 ㈰、6/26 ㈰、7/9 ㈯ いずれ

も 9:00 ～ 13:00　※雨天中止 会場：イオ

ン江別店屋外駐車場（幸町35） 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

語学講座 受講生募集

【ビルさんの英会話】

日 時：6/14 ～ 8/9 毎 週 火 曜 日 19:00 ～

20:00 （全 9回）受講料：10,300 円

【美華さんの英会話】

日 時：6/16 ～ 8/4 毎 週 木 曜 日 10:30 ～

11:30 （全 8回）受講料：9,300 円

【共通事項】定員：15 名(所定の人数に達し

ない場合、開講できない場合あり) 会場・

申込・詳細：江別国際センター（東野幌本

町6-43 市民交流施設ぷらっと内）☎・ FA X

381-1111（平日9:00～18:00、土日祝 9:00～

12:00） 主催：江別市国際交流推進協議会

江別郷土史入門講座①・②

　歴史を学びながら街歩きをします。①日

時：6/18 ㈯ 10:00 ～ 12:00 会場：野幌公

民館視聴覚室　参加料：500 円（資料代含

む）②日時：7/2 ㈯ 10:00 野幌公民館駐車

場集合 12:00 湯川公園解散 参加料：500

円（屯田資料館入館料含む）※共通・講

師：元郷土資料館学芸員 園部真幸さん 定

員：各日 20 名（2 回とも参加できる方優

先）申込・詳細：江別生涯学習インスト

ラクターの会事務局（松山）☎・ FA X 383-

5751 ※留守番電話に名前と電話番号を入

れてください。折り返しの連絡で受付完了

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：6/15、7/6、7/20

いずれも水曜日 8:30 ～午前中（8:20 受付）

場所：あけぼのパークゴルフ場（あけぼの

町 10）対象：パークゴルフ歴 2年未満の初

心者の方　定員：各日 20 名　※定員にな

り次第締め切り。参加は 1回のみ。申込：

エコ・グリーン事業協同組合☎ 391-1515

初心者弓道教室

　日時：6/21 ㈫～ 7/21 ㈭毎週火・木曜日

10:00 ～ 12:00（全 10 回）会場：市民体育

館弓道場（野幌町 9）対象：社会人の初心

者　定員：先着 8名　受講料：5,000 円 (保

険料、教材費含む ) ※弓道用具はお貸しし

ます　申込：6/1㈬～ 10 ㈮に申込用紙に記

入し、市民体育館受付箱へ。詳細：江別弓

道連盟（井上）☎ 386-0523

ちょっとだけ 「体動かし隊」

 体験会

　体力に自信がない方のための健康体

操。ほぼ椅子に座って行う簡単な運動で

す。ちょっとだけ動いてみませんか。日時：

6/22 ㈬ 10:45 ～ 11:30　会場：東野幌体育

館研修室 1( 東野幌町 28-23)　定員：先着

15 名　参加料：500 円　講師：体動かし隊

インストラクター　持ち物：タオル、飲み物、

上靴、動きやすい服装　※マスクの着用を

お願いします。申込・詳細：☎ 090-9752-

6510　※留守番電話の際は折り返します。

公共機関

JA 道央人材雇用確保事業　市内の農家で農作業に従事したい方を募

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。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

▶未病からみた新しい健康観～人生100年時

代のヘルスケア～

▶高齢者を見守るしくみについて～今使える

しくみと新しい技術について～

▶回転寿司チェーンから読み解く経営＆会計

※札幌サテライト（札幌市中央区北 3 西

7-1-1緑苑ビル 4階）で開催です。

フリーマーケット 出店者募集

みんなのひろば 8月号（8/7以降の内容）の掲載依頼は6月20日㈪まで

※詳しくは市ホームページをご覧ください 

無料

会場 ： 恵庭市 「はなふる」 周辺ほか

第 39 回 全国都市緑化北海道フェア

6/25 （土） ～ 7/24 （日）

　   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

   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
Part7

詳細 市民生活課     

     ☎ 381-1124　

“環境”のお祭り「えべつ環境広場」

　今回は、今年で第32回となる「えべつ環境広場」

を紹介します。「見つめよう江別の環境 奏でよ

う緑のシンフォニー」をテーマに、市民や活動団

体などによる環境保全の発表・情報提供・体験

イベントなどを行うほか、その年の話題にふさわ

しい映画の無料上映やシンポジウムなどを開催

しています。来場者も出店者も楽しみながら、身

近にも環境のために取り組めるアクションがある

事を知ってもらい、江別市で「これからもずっと、

もっと幸せで、いい生活」（持続可能な社会）を

続けるための「芽」を育てることを目指していま

す。今年は11月の開催を予定しています。

活動のお問い合わせ：えべつ地球温暖化対策地域協議会 Email:info@ebetsu-earth.net HP:http://ebetsu-earth.net ガーデンフェスタ北海道 2022
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