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町民参加によるわかりやすく親しまれる広報の推進を目指して

広報モニターの皆さんから、たくさんのご意見・感想をいただきました。
ご意見・感想の一部と平成23年度に改善した一部を紹介します。

モニターの皆さんからの主な意見
◇「表紙」について
・表紙全面に写真を載せたほうが、すっきりしていて見やすい。
・表紙は、月の行事の中でメインとなるものであるので、カラー写真で飾ってもらいたい。
◇「特集のページ」について
・年輩向けの記事のようで読みづらく、若い人はあまり興味を示さないと思う。
◇「まちのニュース」のページについて
・名前の読み方がわかりづらいので、名前にはルビをふってほしい。
・行事がほぼ時系列で掲載されているため大変見やすいが、今後、町民へのアピールとして行事の主催
者などから一言コメントを入れると次回の盛り上がりが期待できる。

◇「みんなのひろばの」ページについて

・イラストのテーマ決めて読者に書いてもらうと良いのでは。
・町内で習い事を開いている教室の紹介などがあると良い。

◇「暮らしの情報」のページについて
・レイアウトや横書きによる工夫で、一目で自分の読みたい記事を探すことができ、見やすくなりました。
・横書きのほうが見やすくて良い。
◇「百年記念ホール」、「図書館」のページについて
・イベントごとに枠で囲っているので見やすい。
・出演者の写真は、カラーのほうが良い。
・人気の書籍をピックアップしてはどうか。
・本をカラーの写真付きで紹介すると、図書館に行っても検索しやすい。
◇「くらしのカレンダー」のページについて
・小さな子どもいる世帯では、予防接種や当番医、まちの電話番号は大変重宝していると思う。

平成 23 年度の主な改善箇所

・５月号では、広報紙の色を黒から濃紺に変更し、柔らかいイメージとしました。

・６月号では、年齢や障がいに関係なく、あらゆる人に正確に情報が届けられるよう、ＵＤ書体（ユニバー
サルデザインフォント）を導入しました。

・７月号では、６月号で導入したＵＤ書体を、さらに見やすくするために文字の太さを少し太くしました。

・８月号では、みんなの広場に若い人だけでなく、あらゆる世代の方に見ていただけるよう、俳句・川
柳のコーナーを設けました。

・９月号では、百年記念ホールのページのレイアウトを見直しました。

・12月号では、「 まちのニュース」と「忠類のできごと」のレイアウトを統一し、一体感を持たせました。

・１月号では、暮らしの情報のページを縦書きから横書き３段に変更しました。

・２月号では、町民に親しまれるよう表紙の題字「まくべつ」を募集して手書きに変更しました。
・暮らしの情報のページを横書き３段から２段に変更しました。

平成 24 年度　幕別町広報モニターを募集します
　町民参加によるわかりやすく親しみやすいれる
広報活動を進めるため、「広報まくべつ」への意
見をお寄せいただく、広報モニターを募集します。
◆内容　「広報まくべつ」への意見や感想、提案
などを報告。

◆任期　平成24年４月１日◯日～平成25年３月31日◯日

◆謝礼　幕別町商工会発行の商品券　5,000円分
◆募集人数　６人

◆応募資格　15歳以上の町内在住の方
◆応募方法　希望の方は電話でご連絡ください。
申込書を郵送します。申込書に必要事項を記入
し提出してください。

※申込多数の場合は選考により決定します。
◆申込期日　３月23日◯金金

◆問い合わせ・申込先
　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）
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ふるさと寄付
　ふるさと寄付をいただきありがとうございま
す。
　指定していただいた事業で有効に活用させて
いただきます。
平成24年２月１日
　橋本光夫様（滝川市）　金金額非公表

３月の人権相談

◆日程　３月15日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　西田久さん、桐山武博さん
◆問い合わせ先　福祉課社会福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

議会を傍聴してみませんか

　町議会定例会の予定は次のとおりです。
◆日程
　【本会議】
　・３月１日◯木　午後１時30分～
　・３月12日◯月　午前10時～
　・３月13日◯火　午前10時～
　・３月14日◯水　午前10時～
　・３月23日◯金金　午後２時～
　【予算審査特別委員会】
　・３月16日◯金金　午前10時～
　・３月19日◯月　午前10時～
◆場所　役場５階本会議場
◆内容　行政執行方針、一般質問、議案審議など
◆問い合わせ先　議会事務局（℡【幕】54-6626）

軽自動車の廃車手続きはお済みですか

　平成24年４月１日現在、幕別町役場か軽自動車
協会などで登録になっている軽自動車に、軽自動
車税がかかります。
　所有者として登録されている方で、まだ廃車手
続きが済んでいない方は３月中に手続きをしてく
ださい。
　詳細は、問い合わせください。
◆問い合わせ先
　税務課資産税係（℡【幕】54-6604）

「人・農地プラン」策定説明会を開催します

　「人」と「農地」の問題を解決するため国の新
たな支援が、平成24年度から始まります。
　この支援を受けるために必要な「人・農地プラ
ン」の策定に関する説明会を開催します。
　また、町では、「人・農地プラン」を策定するた
め、農業経営に対する意向調査を実施いたします
ので、ご協力をお願いします。
　詳しくは、問い合わせください。
◆日時・場所
・３月７日◯　水木 午後７時30分～
　札内福祉センター２階講堂
・３月８日◯　木木 午後７時～
　町民会館２階講堂
・３月９日◯金金　木 午後１時30分～
　忠類農業協同組合２階会議室
◆対象　町内の農業者
◆問い合わせ先　農業振興担当
　（幕別町農業振興公社・℡【幕】57-2711）

３月の行政相談

◆日時　３月15日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆行政相談員　松本茂敏さん
　(新町・℡【幕】54‐5267)

引越しをしたときは届け出が必要です

　幕別町から他の市町村へ引っ越し（転出）をす
るときや、他の市町村から幕別町に引っ越し（転
入）をしたとき、幕別町内で引っ越し（転居）を
したときは届け出が必要です。
【転出】　引っ越しをする前に幕別町で届け出をし

てください。
◇必要な書類
　国民健康保険証（加入者のみ）、印鑑登録証（登
録者のみ）、各種福祉医療受給者証、　（子ども
医療費受給者証など）、印鑑　など

【転入】　引っ越し後、14日以内に届け出をしてく
ださい。

◇必要な書類
　転出証明書（転出届時に発行）、年金金手帳（国
民年金金加入者のみ）、印鑑　など

【転居】　引越し後、14日以内に届け出をしてくだ
さい。

※必要書類は個々の実情により異なります。
本人確認の書類が必要です

　戸籍や住民票などの各種証明書発行の際には、
なりすましなどの虚偽申請を防止するために、本
人確認書類の提示が法律で定められています。

【１点で確認できるもの】
　運転免許証、旅券（パスポート）など
【２点以上の提示が必要なもの】
　健康保険証、年金金手帳・年金金証書、預金金通帳　など
◆問い合わせ先
　町民課住民年金金係（℡【幕】54-6602）
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古衣料・牛乳パックを回収します

　消費者協会では、資源の有効利用のため、古
衣料と牛乳パックを回収します。
　詳しくは、問い合わせください。
◆日時・場所
・３月10日◯土　午前９時～10時30分
　札内福祉センター駐車場（南側・廃油ボックス
付近）

・３月31日◯土　午前10時～11時30分
　忠類コミセン１階ロビー
◆問い合わせ先
　商工観光課観光労働係（℡【幕】54‐6606）

平成24年４月１日から、おむつの無料収集
を行います

　町では福祉施策の拡充として、乳幼児、高齢者、
障害者等のおむつ使用世帯から出る使用済みお
むつ類の無料収集を行います。
※施設などから出るごみは収集しません。
◆対象　おむつ、尿取りパット、清拭綿等
◆排出方法　汚物を取り除いてから、中身の確認
できる透明または半透明の袋に入れて「燃やせ
るごみ」の収集日にごみステーションに出して
ください。

◆問い合わせ先
・町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
・忠類総合支所住民課（℡【忠】８-2111）

勤労者福祉資金のご案内

　町内在住の勤労者の方のために、冠婚葬祭・医
療・教育等の資金金を融資する制度を設けています。
　詳しくは、問い合わせください。
◆貸付対象者　幕別町に１年以上住所を有し、町
税等を滞納していない勤労者。

◆貸付限度額　100万円以内
◆貸付利率　年1.0％
　(教育に係る貸付は年0.85％）
◆償還期間　５年以内
◆問い合わせ先
・商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
・北海道労働金金庫帯広支店（℡木0155-24-3767）

子育て生活支援事業が終了します
ごみ袋の引き換えはお早めに

　町では、２歳未満のお子さんのいる家庭に対
し、子育て生活支援事業により、ごみ袋の購入
費用を助成していますが、４月１日からおむつ
類の無料収集が実施されることに伴い、平成24
年３月31日をもって事業を終了します。
◆問い合わせ先　こども課児童福祉係
　（保健福祉センター内・℡木54-3811）

平成24年度乳・肉用牛の入牧希望を取りま
とめます

　乳・肉用牛の町営牧場への入牧希望の取りまと
めを行います。
　詳しくは、問い合わせください。
◆対象となる牛　入牧日現在、６カ月以上の牝牛
◆入牧料　１頭１日230円（当歳馬は90円）
◆申込期限　３月23日◯金金

◆その他　予防接種の日程は、後日希望者に連
絡します。

※放牧中の事故は、町では補償できませんので、
ご承知願います。

◆問い合わせ先
・農林課牧場係（℡【幕】54-6605）
・忠類総合支所経済建設課牧場係
　（℡【忠】８-2111）

くりりんセンターからのお知らせ

　例年春の引っ越し時期になると、自己搬入ごみ
が増え、くりりんセンターは大変混雑します。本
来の計画収集ごみの受け入れにも支障が生じます
ので、できるだけ、ごみステーションに出すよう
心がけ、自己搬入は最小限にしましょう。
◆くりりんセンター開館日
　月～土曜日　午前９時～午後５時
◆処理料金金　10㎏ごとに160円
※ごみは分別してから搬入してください。
※ガズボンベ、タイヤ、テレビなど搬入できない

ものがありますので、事前にご確認ください。
◆問い合わせ先
　くりりんセンター（℡木0155-37-3550）
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平成25年歌会初めのお題「立」
詳しくは、宮内庁ホームページをご覧ください。

おむつ等の無料収集について
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後期高齢者医療制度
住民説明会のお知らせ

　後期高齢者医療制度に関することや、平成24年
度からの新しい保険料率等に関する住民説明会を
開催します。
◆日時　３月26日◯月　午後２時～３時30分まで
◆場所　幕別町百年記念ホール講堂
◆対象
　どなたでも出席できます。年齢は問いません。
◆申し込み　特に必要はありません。
◆内容
・後期高齢者医療制度について
・平成24・25年度保険料率について
・給付サービスについて
・各種申請手続きについて　など
◆問い合わせ先
・北海道後期高齢者医療広域連合
　（℡011-290-5601)
・町民課高齢者医療係
　（℡【幕】54-6602）

平成23年10月からの「子ども手当」の申請
はお済みですか

　中学校卒業前までのお子さんを持つ方が平成23
年10月分からの子ども手当を受け取るためには、
10月より前に受け取っていた方も含め、対象のお
子さんを持つ方はすべて、町へ申請する必要があ
ります（公務員の方は勤務先です）。
　期限までに申請をされなかった場合は、手当を
受け取ることができなくなります。
◆申請期限　　平成24年３月30日◯金金

※この日までに申請すれば、平成23年10月分から
の手当を受給できます。

◆申請先
　　こども課児童福祉係（保健福祉センター内）、
保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿内）、
札内支所、糠内出張所

◆注意事項
　　次の方は、申請した月の翌月分からの支給と
なります。

・平成23年10月以降に他の市町村から転入した方。
・平成23年10月以降にお子さんが生まれた方。
※３月30日◯金金までに申請しても、さかのぼって受
け取れませんので、速やか（15日以内）に申請
してください。

◆問い合わせ先
　こども課児童福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

４月の健康講座

　幕別農業者トレーニングセンター、札内スポーツセンター、忠類体育館で健康講座を開催しています。
◆開催日・開催内容

講座名 時間
開催日

トレセン会場 スポセン会場 忠類体育館会場

転倒しない体づくり 13:30～ ●月月 ２・９・16・23日 ●火火 ３・10・17・24日

enjoy!イキイキサーキット
19:30～ ●火火 ３・17日 ●月月 ２・９・16・23日

19:30～ ●木木 ５・12・19・26日 ●金金 13・27日

はじめてエアロビクス
14:00～ ●金金 13日 ●水水 25日

19:30～ ●火火 10・24日 ●金金 ６・20日

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ●金金 ６・20・27日 ●水水 ４・11・18日

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～
 

●木木 ５・12・19・26日

※各講座の詳細は、各体育館に備えている『健康講座のご案内』などで、ご確認ください。
◆問い合わせ先
・教育委員会社会体育係　（℡【幕】54-2006）
・幕別トレセン　（℡【幕】54-2106）
・札内スポセントレーニング室　（℡【幕】56-1044）
・忠類体育館　（℡【忠】８-2201/コミセン内・生涯学習係）
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保健・福祉
◆問い合わせ先
・保健課健康推進係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
・保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）

「不活化ポリオワクチン」について 

　不活化ポリオワクチンの導入は、早くて
も平成24年度末のとされています。
　不活化ワクチンが導入されるまで、ポリ
オワクチンを接種せずに様子をみる人が増
えると、免疫を持たない人が増え、国内で
ポリオが流行する危険性があります。
　そのため、不活化ポリオワクチン導入ま
で、ワクチンの接種を待つことは、おすす
めきません。
　今後、詳細が分かり次第、広報、ホームペー
ジ等でお知らせいたします。

平成24年度予防接種　小学６年生「２種混
合（ＤＴ：ジフテリア・破傷風）　　

　春休みにかけて予防接種を実施します。希望さ
れる方は申し込みください。
　対象の方には、３月上旬に個別に案内を送付し
ます。　案内が届かない場合は、問い合わせ先ま
でご連絡ください。
◆対象　
　平成24年度に小学６年生に相当する年齢
　（平成12年４月２日～平成13年４月１日生まれ）
◆料金金　無料
◆場所・日程・受付時間

場所 日程 受付時間

保健福祉センター ４月３日◯火木

午後１時～
　　１時30分

札内福祉センター
４月２日◯月
４月５日◯木木

忠類診療所 ４月３日◯火木
午後２時～
　　２時15分

◆申込期限　３月27日◯火木

ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用
全額助成期間を延長します

　このワクチン接種は義務ではなく、受ける人（ま
たは保護者）の意志により受ける任意接種です。
　予防接種のしおりなどをよく読み、効果や副反
応などについてよく理解して受けましょう。
◆助成対象者　生後２カ月から５歳未満
◆助成対象期間　平成25年３月31日◯日まで
※この期間外の接種は助成の対象となりませんの
でご注意ください。

◆実施場所　町内指定医療機関。
　詳しくは問い合わせください。
◆その他　先天性疾患などの特別な理由により、
町外の主治医の指示の下で接種が必要な方は、
事前に問い合わせください。

平成24年度予防接種「ポリオ」について 

　ポリオを予防する方法は、ポリオワクチンを接
種することです。早めの接種をお勧めします。
◆接種間隔・対象年齢　生後３カ月から18カ月の
間に41日以上の間隔をあけて２回接種します。
※生後18カ月までの接種が望ましいですが、90
カ月未満まで受けることができます。

◆料金金　無料
◆持ち物　母子健康手帳、体温計
◆場所・日程・受付時間

場所 日程 受付時間

保健福祉センター

４月11日◯水
４月25日◯水
10月17日◯水
10月31日◯水木

午後１時～
　　１時30分

札内福祉センター

４月４日◯水
４月18日◯水
10月10日◯水
10月24日◯水木

忠類診療所 ６月５日◯火
９月４日◯火木

午後２時～
　　２時15分

※予約は必要ありません。
　直接会場にお越しください。

各種予防接種の実施について
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・保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）

平成24年度予防接種　小学６年生「２種混 平成24年度予防接種「ポリオ」について 



保健・福祉保健・福祉

年長児・中学１年生・高校３年生のＭＲ（麻
しん・風しん）ワクチン接種について

　ＭＲワクチンは１回の接種だけでは免疫が低下
する場合があります。乳幼児期の接種のほかに、
２回目の接種が定期接種として受けられます。
　なお、３月31日までに接種されなかった場合は、
定期接種として受けることができなくなりますの
でご注意ください。
◆対象者

第２期（年長児）

平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれ

第３期（中学１年生に相当する年齢）

平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ

第４期（高校３年生に相当する年齢）

平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ

◆接種期間　平成24年３月31日◯土まで
◆接種場所

景山医院 木村医院

勝山医院 札内北クリニック

緑町クリニック さつない耳鼻咽喉科

おち小児科医院 忠類診療所

柏木内科医院

※ご予約の上、診療時間内に受診してください。
◆料金金　無料
◆持ち物　母子健康手帳、予診票
《予診票》
・第２期対象者の方は、当日病院で記入します。
・第３、４期対象者の方は、事前に送付していま
す「麻しん・風しん予防接種予診票（第３期・第
４期対象）」に記入してください。

※転入されたため、第３、４期対象者の予診票が
お手元にない方は、問い合わせください。
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年長児・中学１年生・高校３年生のＭＲ（麻
しん・風しん）ワクチン接種について

　ＭＲワクチンは１回の接種だけでは免疫が低下
する場合があります。乳幼児期の接種のほかに、
２回目の接種が定期接種として受けられます。
　なお、３月31日までに接種されなかった場合は、
定期接種として受けることができなくなりますの
でご注意ください。
◆対象者

第２期（年長児）

平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれ

第３期（中学１年生に相当する年齢）

平成10年４月２日～平成11年４月１日生まれ

第４期（高校３年生に相当する年齢）

平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ

◆接種期間　
◆接種場所

景山医院

勝山医院

緑町クリニック

おち小児科医院

柏木内科医院

※ご予約の上、診療時間内に受診してください。
◆料金金
◆持ち物
《予診票》
・第２期対象者の方は、当日病院で記入します。
・第３、４期対象者の方は、事前に送付していま
す「麻しん・風しん予防接種予診票（第３期・第
４期対象）」に記入してください。

※転入されたため、第３、４期対象者の予診票が
お手元にない方は、問い合わせください。

年長児・中学１年生・高校３年生のＭＲ（麻年長児・中学１年生・高校３年生のＭＲ（麻

高額な外来診療を受ける皆さまへ
（国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方）

　平成24年４月１日から外来診療における高額療
養費の取扱いが変更となり、「限度額適用(・標準
負担額減額)認定証」（以下、「認定証」といいます）
などを提示することで、外来診療でも窓口で一定
額以上支払う必要がなくなります。

これまで
　高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口
負担が自己負担限度額以上になった場合でも、
いったんその額をお支払いいただいていました。

↓
４月１日から

　限度額（※１）を超える分は、窓口で支払う必
要がなくなります。（同一医療機関に限ります）

※１　世帯の課税状況や所得の状況により異なり
　ます。

◆手続きの必要な方　
　次の方は、事前に役場窓口にて、「認定証」の
交付申請を行なってください。

国民健康保険に加入の方
対象者 病院・薬局などで

70歳未満の方 認定証、保険証
70歳以上の方で同一世帯の世
帯主と国保被保険者に住民税
が課税されていない方

認定証、保険証
高齢受給者証

後期高齢者医療制度に加入の方
対象者 病院・薬局などで

同一世帯に住民税が課税され
ている方がいない方 認定証、保険証

◆手続きが不要な方
　次の方は、手続きは必要ありません。

国民健康保険に加入の方
対象者 病院・薬局などで

70歳以上の方で同一世帯の世
帯主と国保被保険者に住民税
が課税されている方がいる方

保険証

後期高齢者医療制度に加入の方
対象者 病院・薬局などで

同一世帯に住民税が課税され
ている方がいる方

保険証

※認定証を提示しない場合や、二つ以上の医療機
関で高額療養費に該当した場合などには、従来
どおりの手続きとなります

※現在「認定証」をお持ちの方は、新たに手続き
をしていただく必要はありません。

◆手続き　町民課国保医療係・高齢者医療係・札内
支所・忠類総合支所住民課

◆問い合わせ先　町民課国保医療係・高齢者医療
係（℡【幕】54-6602）



子育て・教育
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就学援助をご利用ください

　小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経
済的な理由から、児童生徒の就学が困難な方を対
象に、学用品費等を援助します。
◆対象者
①生活保護を受けている方(修学旅行費等に限り
ます。)

②児童扶養手当の支給を受けている方。
③保護者の失業、会社の倒産等により、経済的に
お困りの方。

④保護者が長期療養、火災、交通事故等により生
活が困窮している方。

⑤前年の収入が、生活保護基準の1.3倍未満の方。
◆認定の目安
　　対象者⑤の援助を受けられる世帯収入(給与
等の総支給額)の目安は次のとおりです。

・３人世帯　275万円程度
　(父39歳､母37歳､小学４年生)
・４人世帯　349万円程度
　(父39歳､母37歳､中学３年生､小学４年生)
・５人世帯　396万円程度
　(父39歳､母37歳､祖母62歳､中学３年生､小学４
年生)

◆申請手続き
　　各小・中学校から配付される「平成24年度就
学援助受給申請書」を提出ください。

※毎年度申請が必要です。
※新小学校１年生は、入学後に学校を通じて配付
します。

◆提出期限
①新中学校３年生　　　　　　　３月15日◯木

②新小学２年生～新中学２年生　３月22日◯木

③新小学１年生　　　　　　　　４月16日◯月

※郵送の場合は当日の消印有効。
◆提出先
　　教育委員会学校教育課、忠類総合支所生涯学
習課、札内支所、糠内出張所、お子さんが通っ
ている学校

※現小学校６年生が学校へ申請書を提出する場合
は、現在通っている小学校へ提出してください。

※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
◆判定結果について
　　４月下旬に決定し、５月中旬に文書で通知し
ます。ただし、新中学校３年生は、４月上旬に
決定・通知します。

◆問い合わせ先
　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

幕別町奨学生の募集

　経済的理由で就学が困難な方に奨学金金を支給す
るため、奨学生を募集します。
　現在、受給されている方も申請が必要ですので、
ご留意ください。
◆対象者
①幕別町に住所を有する保護者の子どもで、高等
学校または国立高等専門学校に入学する方、在
学中の方。

②経済的な事情で①の学校に入学・在学が困難な方。
③学業優秀かつ性行善良な方。
④他の機関から奨学資金金の支給や貸与のない方。
◆支給額　予算の範囲内で決定します。
　(平成23年度は１人あたり月額4,000円)
◆必要書類
・奨学資金金受給申請書
・奨学生推薦書(在学中の学校長のもの)
・平成23年度の成績証明書(現中学校３年生は中
学校のもの)

◆提出期限　平成24年４月２日◯月厳守
◆提出先　教育委員会学校教育課、忠類総合支所
生涯学習課、札内支所、糠内出張所

※申請用紙は提出先にあります。
※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
◆問い合わせ先
　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

生涯学習リーダーバンク登録者の募集

　生涯学習リーダーバンクは、芸術・文化、一般
教養、スポーツ、レクリエーションなど、町民の
生涯学習活動を推進するため、指導者を登録し、
紹介する制度です。
◆登録者の役割　団体やサークルなどの要望に応
じ、指導者として活躍していただきます。活動
は、原則として無償です。

◆登録対象者　町内に在住、在勤または在学し、
各種の資格や技能、経験、熱意等を有する個人
や団体。

◆提出書類　登録カード
※登録カードは、提出先にあります。
◆提出先　教育委員会社会教育係、忠類総合支所
生涯学習係、札内支所、糠内出張所

◆受付期間　　３月１日◯木～14日◯水

◆登録の決定　登録者（団体）に、「登録証」を
交付します。

◆問い合わせ先
　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）



募集
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《季節雇用対策》街路清掃作業員を募集

業務内容 町道の幕別・札内街路の清掃等

応募資格 季節労働者の方で、現地まで移動可能
な方

雇用条件 賃金金(日額)1,200円

雇用期間
４月10日◯火～27日◯金金間の２、３日程度
※作業日数は、応募者数により変わり
　ます。

◆提出書類
　申込書、雇用保険特例受給者証か離職票
　※申込者は提出先にあります。
◆提出期限　３月16日◯金金(必着)
◆提出先　商工観光課、忠類総合支所経済建設課、
札内支所、糠内出張所

◆問い合わせ・提出先
　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

発達支援コーディネーター嘱託職員の募集

業務内容 発達に支援を必要とする子どもや家族
の相談調整業務

募集人数 １人
応募資格 教員免許
勤 務 日 月～金金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
雇用条件 賃金金(月額)172,200円
雇用期間 平成24年４月１日～平成25年３月31日

◆提出書類　履歴書(写真貼付)、教員免許（写し）
　※履歴書様式は提出先にあります。

◆提出期限　３月16日◯金金(必着)
◆提出先 　福祉課障害福祉係（保健福祉センター
内）、札内支所、保健福祉課福祉係（ふれあい
センター福寿内）

◆面接日時　３月22日◯木

　木 ※詳細は、後日連絡します。
◆問い合わせ・提出先　福祉課障害福祉係（保健
福祉センター内・℡【幕】54-3811）

臨時職員の募集

臨時介護支援専門員 臨時要介護認定調査員
業務内容 介護予防ケアマネジメント業務 要介護認定調査業務
募集人数 １人 若干名
応募資格 介護支援専門員資格を有する方

普通自動車運転免許証を有する方
介護支援専門員資格を有する方
認定調査研修受講済の方
普通自動車運転免許証を有する方

勤務日 月～金金曜日 月～金金曜日（週１～４日）
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
雇用条件 賃金金等の詳細は、問い合わせください。
雇用期間 平成24年４月２日～平成25年３月31日
提出書類 履歴書（写真添付）、介護支援専門員証の写し 履歴書（写真添付）、介護支援専門員証の写し

認定調査員研修終了証明書の写し

◆提出期限　３月16日◯金金(必着)
◆面接日時　３月22日◯　木 ※詳細は後日連絡します。
◆問い合わせ・提出先　保健課介護支援係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

文化協会加盟団体を募集します
　ダンス・舞踊・陶芸・合唱等、現在、124 団体が加盟し活動しています。協会への加盟を希望す
る場合は、期日までに加盟申請書を提出してください。申請書は提出先にあります。
　詳しくは、問い合わせください。
【文化協会に加盟すると】
・町内の社会教育施設利用の際、月４回までの利用料が減免されます。
・発表の場として、秋の芸術祭などに参加・協力いただきます。
・同じ趣味や活動をしている仲間と交流ができます。
※すでに加盟している団体には、代表者に総会案内と加盟申請書を送付します。引き続き加盟する
場合も、期日までに提出してください。

◆申請書提出期限　３月 21 日◯水　◆提出先　百年記念ホール、教育委員会社会教育係、札内支所
◆問い合わせ先　文化協会事務局・平塚（℡【幕】56-2551）



催し（スポーツ・講座・研修・イベント） 募集
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地域密着型サービス事業者の公募について

　町では、地域密着型サービスの基盤整備を計画
的に進めるため、平成24年度に整備する事業者を
公募します。
◆事業の内容
　　地域密着型介護老人福祉施設（定員29人）お
よび小規模多機能型居宅介護（介護予防）（登
録定員25人）※併設型に限ります。

◆整備数　１カ所
◆応募資格
・十勝管内に主たる事業所を有する社会福祉法人
であること。

・十勝管内にいて、介護老人福祉施設（または地
域密着型介護老人福祉施設）を開設・運営して
いること。

◆建設条件
・建設用地は、町が指定する町有地となります。
（無償譲渡します）
・地番および地籍
　幕別町旭町18番地の５ほか６筆　約8,554㎡

◆事業予定者の選定方法
　　地域密着型サービス運営委員会の審査に基づ
き、町長が決定します。

◆公募期間　３月１日◯木～14日◯水

◆提出書類
　必要書類などの詳細は、問い合わせください。
◆問い合わせ・提出先
　保健課介護保険係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

国道 38 号線
豊頃→

←札内

猿別川
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幸
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本
町

緑
町

建設予定地

緑町団地【単身者住宅】入居者募集

◆募集する住宅

募集する住宅 内　　容
①緑町団地
（単身者住宅）

（1-304）
耐火３階建て

階 数：３階
間 取 り：１ＤＫ
建 築 年：平成７年
浴 槽：有
給湯設備：オール電化
　　　　　（蓄熱式電気暖房、電気
　　　　　　温水器、電気調理器）
家 賃：30,200円

◆定期募集住宅の抽選会
　３月21日◯　水 午前10時　幕別町役場４階会議室
◆入居説明会
　３月28日◯水午前10時～　幕別町役場４階会議室
※３月29日◯木～４月12日◯木までに入居願います。

公営住宅入居者募集

◆募集する住宅

募集する住宅 内　　容
①町営新緑町西

（1-17）
※今回の募集で申
し込みがなかっ
た場合、随時、
募集を受け付け
ます。

階 数：１階
間 取 り：３ＬＤＫ
建 築 年：昭和54年
浴 槽：入居者負担
給湯設備：入居者負担
家 賃：10,900円～20,900円

②町営泉町東
（2-6）

階 数：１階
間 取 り：２ＤＫ
建 築 年：昭和47年
浴 槽：入居者負担
給湯設備：入居者負担
家 賃：5,900円～10,900円

③町営あかしや南
（3-105）

※今後リフォーム
工事を計画して
います。工事の
際には、仮移転
していただきま
すので、ご了承
ください。

階 数：１階
間 取 り：３ＤＫ
建 築 年：昭和53年
浴 槽：リース
給湯設備：リース
家 賃：13,800円～27,100円

◆定期募集住宅の抽選会
　３月21日◯水午後２時（午後１時30分より受付）

札内福祉センター第１講座室
◆入居説明会
　３月28日◯水午後２時～　幕別町役場４階会議室
※３月29日◯木～４月４日◯水までに入居願います。

《２つの入居者募集に係る共通事項》
※抽選会当日に欠席の場合は、住宅係職員が代理で

抽選を行い、後日、文書で結果をお知らせします。
◆定期募集期間　３月５日◯月～９日◯金金

◆提出資格等　入居資格、申し込み方法など詳し
いことは問い合わせください。

◆申込先　施設課住宅係、忠類総合支所経済建設
課施設管理係、札内支所

◆問い合わせ先
　施設課住宅係（℡【幕】54-6623）



催し（スポーツ・講座・研修・イベント）
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文化講演会を開催します

　全道各地で埋蔵文化財の発掘調査を行なってき
た経験をもとに、埋蔵文化財のお話をします。
◆日時　３月23日◯　金金木 午後７時～９時
◆場所　百年記念ホール講堂
◆講師　大矢義明さん（幕別町埋蔵文化研究員）
◆演題　「地方と都市の発掘調査風景」
◆定員　50人
◆申込期限　３月21日◯水

◆入場料　無料
◆問い合わせ・申込先
　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

体育館の団体使用を受け付けます

　農業者トレーニングセンター、札内スポーツセ
ンター、忠類体育館、学校体育館の団体使用を受
け付けます。
◆使用期間　５月１日◯火～10月31日◯水

◆申込方法　
【農業者トレセン、札内スポセン】
　木各施設の受付窓口に、使用申込書を提出して
ください。

【忠類体育館、学校体育館】
　木教育委員会社会体育係、忠類総合支所生涯学
習係、札内支所、糠内出張所に使用申込書を提
出してください。

※継続利用団体も、必ず使用申込書を提出してく
ださい。

※使用希望日時が重複した場合は、調整させてい
ただきます。

※申請書は各受付窓口にあります。
◆申込期限　３月23日◯金金

◆問い合わせ先
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

町パークゴルフ協会定期総会を開催します
◆日時　３月17日◯土　午後６時～
◆場所　札内福祉センター
※当日は平成24年度協会会員の入会受け付けも行

います。年会費は1,000円です。
◆入会資格　町内在住の方
◆問い合わせ先　町パークゴルフ協会事務局・堀

内（℡【幕】56-7356）

あなたも塩麹作りデビュー！

塩麹の作り方と調理法を伝授します。
◆日時　３月29日◯木　木 午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール調理実習室
◆講師　近藤明美さん（フードクリエイター）
◆定員　一般12人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　500円　　材料費　600円
◆持ち物　エプロン、三角巾、フキン、タッパーなど
◆申込期限　３月22日◯木木

平成23年度
　生涯学習講座受講生作品展＆プチ講座

　受講生の力作をご覧ください！作品展期間中、
気軽に体験できるプチ講座を開講します。（材料
代のみ実費）　詳しくは、問い合わせください。
【作品展】　入場無料
◆日時　３月17日◯土～20日◯火（４日間）　
　　　　午前９時～午後６時
◆場所　百年記念ホールギャラリー
【プチ講座】

日　時 内　容 講　師 材料費
３月17日◯土　午前10時～正午 手作りＤＥマジックショー 郷木孝男さん 無料
　　17日◯土　午前10時～正午 ドリームキャッチャー作り 三浦木由紀子さん 200円
　　17日◯土　午後１時～４時 アイヌ刺繍体験＆ムックリ作り 山本木みい子さん 各300円
　　18日◯日　午前９時30分～正午 小皿にパステルで絵付け 佐藤木二三子さん 100円
　　18日◯日　午前11時～午後４時 切り紙・切り絵体験 山川木友子さん 無料
　　18日◯日～20◯　火木 午前10時～午後３時 ＵＶレンジで作るキーホルダー 磯谷木恵さん 500円
　　19日◯月　午前10時～午後３時 万華鏡作り＆カラフルバスソルト作り 吉秋木保子さん 各500円
　　19日◯　月木 午前11時～午後４時 花柄デコパージュ石けん作り 木村木清子さん 300円
　　20日◯火　午前９時～正午 地球ゴマ＆たけとんぼ 松川木利雄さん ｾｯﾄ100円
　　20日◯火　午前10時～午後３時 話題の一裁ち折りに挑戦！ 三浦木将宏さん 無料
　　20日◯火　午前10時～午後３時 可愛いミサンガ作り 三浦木由紀子さん 300円

文化講演会を開催します 体育館の団体使用を受け付けます

　農業者トレーニングセンター、札内スポーツセ

◯
　　20日◯◯火◯　午前10時～午後３時 話題の一裁ち折りに挑戦！ 三浦木将宏さん 無料
　　20日◯◯火◯　午前10時～午後３時 可愛いミサンガ作り 三浦木由紀子さん 300円

　　平成24年度生涯学習講座講師＆講座リクエスト大募集！
　　自分の資格や特技を生かして講座の講師に挑戦してみませんか？
　　また、こんな講座を企画してほしいなどの要望がありましたら、お気軽にご相談ください。

◆問い合わせ先　百年記念ホール（℡【幕】54-8600）幕別町百年記念ホール講座
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百年記念ホール
編集　指定管理者
　　　まくべつ町民芸術劇場
　TEL　【幕】56-8600
　FAX　【幕】56-8602
　ＵＲＬ　www.m100.jp
　メール　info@m100.jp

【チケット発売所】　
百年記念ホール・役場住民年金係・役
場札内支所・ 教育委員会生涯学習係
（忠類総合支所）・カシマ写真・勝毎サ
ロン・ 藤丸チケットぴあ・帯広市民
文化ホールチケットらいぶ

　児童合唱と混声合唱による、おさ
ななじみストーリー。
　出演は、まくべつ混声合唱団、森
の里小学校合唱部、稲田小学校合唱
部のみなさん。ピアノ伴奏は波塚三
恵子さんです。
◇開演　午後２時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由 500 円

　ホールですっかりお馴染、
三角堂の流さんによる live
を開催します。今回はバン
ド構成に加えて馬頭琴の嵯
峨治彦さんもゲスト参加！
心温まるひと時をお過ごしください。

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　全席自由　3,000 円

　昨年の K-POP グランプリ
北海道代表　門馬ひかりさ
んが燦燦ミュージックに登
場！門馬さんと仲間達によ
る卓越した歌声とパフォー
マンスをお楽しみください。
◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　入場無料

3/18
◯日日

3/18
◯日日

5/13
◯日日

燦燦 MUSIC　Vol.40
 Twinkle Twinkle Concert

クラシックの杜　Vol.14
「うたはセ★シ★ボン」～なんて素敵～

流ワンマンライブ
『ごほうびのようなもの』　in 十勝

　十勝で活動する熱き 23
組のバンドが連続 10 時間
ライブを敢行！当日はフー
ドブースも設置　朝から晩
まで百年記念ホールでお楽
みください。

◇開演　午前 11 時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由　500 円（高校生以下無料）

3/25
◯日日

アマチュアバンドフェスティバル
まっくストック 2012

　魂が喜ぶような幸せを
CM ソングでおなじみ村
松健さんの変幻自在に展
開するピアノと奄美三味
線、奄美発ワールドミュー
ジックを堪能ください。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由 2,000 円

5/26
◯土土

村松　健　Piano Live in 幕別
“思いは海を越えて”

　まくべつ町民芸術劇場は優れた芸術文化を地元
で紹介しようというNPO法人です。正会員は音楽、
演劇等の企画から当日の運営までを担当。賛助会
員は、幕別の音楽シーンをサポートしつつ様々な
特典が付いてきます。この機会にぜひ　正会員、
賛助会員へ御入会ください。
　正会員（年会費 10,000 円）
　賛助会員年（会費 3,000 円）
※どちらも 3,000 円分の優待券と先行販売付き）

　韓国文化院、駐韓国大
使館主催による韓国歌謡
コンテスト 2012 が今年も
開催決定！出場者を募集
しています。韓国語によ
る韓国歌謡に自信のある
皆さん！是非　この機会に挑戦してみませんか？
詳しくは百年記念ホールまで。

6/23
◯土土

目指せ！ K-POP 日日本一！
 挑戦者大募集！ 平成 24 年度　　会員募集のお知らせ

　このコンサートのた
めに、世界トップク
ラスの演奏家が来日し
ます。良質の室内楽を
たっぷりとお楽しみく
ださい。
◇開演　午後６時 30 分～
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　全席自由 2,000 円

3/24
◯土土

アップビートとかち音楽祭
室内楽連続演奏会



幕別町図書館　℡【幕】54-4488
札内分館    　℡【幕】56-4888
　（百年記念ホール内）
忠類分館　      ℡【忠】８-2910
　（ふれあいセンター福寿内）
《休館日》
・毎週火曜日
・図書整理日
　　（毎月月末、今月は 3/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

３月
日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

　■休館日
　■札内分館夜間延長（午後８時まで）

◇おはなし会
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　図書館特別展示

　震災～失われたもの、残されたもの～

2011年３月11日、未曾有の大地震は日本に大きな傷跡を残していきま
した。あれから１年、私達の心には何が残っているでしょうか。
東日本大震災を振り返る、図書の特別展示を開催します。
◆期間　３月１日◯木～29日◯木　
◆場所　幕別町図書館　エントランス

新着図書を紹介します

よろず御探し請負い候 浅野 里沙子
道化師の蝶 円城 塔
誤飲 仙川 環
共喰い 田中 慎弥
寝台特急「サンライズ出雲」
の殺意

西村 京太郎

羅針 楡 周平
十津川警部西武新宿線の死角 西村 京太郎
無双の花 葉室 麟
東と西 1 いしい しんじ
絶海ジェイル 古野 まほろ
プリティが多すぎる 大崎 梢
七十歳死亡法案、可決 垣谷 美雨
素人がいっぱい 新野 剛志
隠し事 羽田 圭介
楽園のカンヴァス 原田 マハ
信長私記 花村 萬月
東京ヴィレッジ 明野 照葉
親鸞激動篇上・下 五木 寛之
スイングアウト・ブラザース 石田 衣良
酒田さ行ぐさげ 宇江佐 真理
鮫島の貌 大沢 在昌
口紅のとき 角田 光代
変死体上・下 パトリシア  

コーンウェル

真夜中の手紙 宮本 輝
剣術長屋 鳥羽 亮
所轄魂 笹本 稜平
東雲ノ空 佐伯 泰英
コーヒーブルース 小路 幸也
イルミネーション・キス 橋本 紡
弁護士探偵物語 法坂 一広
刺客大名 森村 誠一
海岸通りポストカードカフェ 吉野 万理子
傷痕 桜庭 一樹
幻影の星 白石 一文
まちがい 辻 仁成
東京暮らし江戸暮らし 平岩 弓枝
人魚はア・カペラで歌ふ 丸谷 才一
伯爵先生のお気にいり 片瀬 由良
春待ち海岸カルナヴァル 木村 紅美
御隠居忍法刺客百鬼 高橋 義夫
贖罪の奏鳴曲 (ソナタ ) 中山 七里
ダーティ・ママ、ハリウッド
へ行く !

秦 建日子

森崎書店の日々続 八木沢 里志
ほうき星上・下 山本 一力
流燈記 三浦 哲郎
大江戸料理競べ 和田 はつ子
奇縁まんだら終り 瀬戸内 寂聴

（図書の一部を掲載しています。）

ちるどらん
・３月８日◯木　午前10時
　幕別町図書館研修室

ババール
・３月24日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール視聴覚

あっちこっち紙芝居

・３月３日◯　土 午前11時
　　　17日◯　土 午前11時
　札内分館

おはなしの小箱
・３月28日◯水　午前10時30分
　ふれあいセンター福寿

おはなしのたね
・３月９日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

図書特別展示《全館》

・世界に誇れる日本の技術と
　文化！！
　３月１日◯木～29日◯木 

◇展示コーナー

　春休み　子どもえいが会　『クレヨンしんちゃん』

◆日日時　３月28日◯水　午後１時～３時10分
◆場所　幕別町百年記念ホール　講堂
◆内容　劇場公開第17作目。エコ活動がブームのカスカベで、ゴミ拾
　　　　い活動中に起こった大事件！しんのすけ、陰謀に打ち勝っ　
　　　　て、とーちゃん、かーちゃんを救え！

　春休み　子ども講座
　『きり絵で作ろう！アイヌのもよう』

◆日日時　４月１日◯日　午後１時30分～３時30分
◆場所　幕別町百年記念ホール　学習室２
◆講師　山本みい子さん（優秀工芸師/アイヌ文化活動アドバイザー）
◆対象　児童（未就学児は必ず保護者とご参加ください。）
◆内容　アイヌの文様をかたどったきり絵で部屋飾りを作ります。作
　　　りながら文様の意味を山本さんからうかがいましょう。

◆申込・参加費・持ち物　いずれも不要。


