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４月の人権相談

【幕別地域】
◆日程　４月19日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　桑谷昌芳さん、西田久さん
【忠類地域】
◆日程　４月19日◯木　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆担当　印牧洋子さん、高橋礼子さん
◆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）

公営住宅料減免申請の夜間受け付けを行い
ます

　著しく収入の低い方、病気や失業など特別な
事情がある方で、住宅料減免を希望される方は
次の日程で夜間受け付けを行いますのでご利用
ください。詳しくはお問い合わせください。
◆日時　４月11日◯水、18日◯水、25日◯水

　午後５時30分～８時まで
◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所１階
地域振興課窓口、札内支所

◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの。
　（給与明細書、年金振込通知書など）
◆問い合わせ先　
・都市施設課住宅係(℡【幕】54‐5267)
・忠類総合支所経済建設課建設管理係
　（℡【忠】８-2111）

《あなたの開業を支援》
創業等支援制度のご案内

　開業する際の負担を軽減するため、対象となる
融資を受けた事業者に対して、信用保証料と利息
の補給が受けられるこの制度を活用ください。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆対象者
①町内で新規開業する方または町内で開業して１
年未満の方。

②常用する従業員の数が50人以下の方。
③町税等を完納している方。
◆対象となる融資
①㈱日本政策金融公庫の融資
　新企業育成貸付、食品貸付、生活衛生貸付、普
通貸付

②北海道の中小企業融資
　創業貸付（取り扱い・道内金融機関）
◆問い合わせ先
・商工観光課（℡【幕】54‐6606）
・幕別町商工会（℡【幕】54‐2703）

中小企業融資制度のご案内

　信用保証料と利息の補給が受けられるこの制度
を活用ください。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆融資の種類
①運転資金　限度額1,250万円、償還期間７年(据
置６カ月間)

②設備資金　限度額3,000万円、償還期間15年(据
置１年間)

③小口資金　限度額1,250万円、償還期間10年(運
転資金使途の場合は７年)(据置６カ月間)

④近代化資金　限度額3,000万円、償還期間20年
(据置２年間)

◆融資の対象者
①本町において同一事業を引き続き１年以上営ん
でいる方。

②常用する従業員の数が50人以下の方。
※小口資金の場合は20人以下の方。商業または
サービス業を主たる事業とする事業者は５人以
下の方。

③町内に独立した事業所または店舗を有している
方。

④町税等を完納している方。
◆取扱金融機関　帯広信用金庫札内支店、㈱北洋
銀行幕別支店、十勝信用組合幕別支店

◆問い合わせ先
・商工観光課（℡【幕】54‐6606）
・幕別町商工会（℡【幕】54‐2703）

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・教育等の資金を融資する制度を設けています。
　詳しくは、お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）
・北海道労働金庫帯広支店（℡0155-24-3767）

４月の行政相談

◆日時　４月19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)
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空き店舗対策事業のご案内

　幕別地区、札内地区、忠類地区の中心市街地に
指定区域を設定し、その区域内で空き店舗を借り
て事業を行う方に補助金を交付します。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆対象者
　　新規開業の方、２店舗目を開店する方、郊外
から中心市街地に店舗を移転する方など新規出
店者または商店街団体等。

◆対象となる事業
①個人または法人が、指定区域内の空き店舗を借
り上げて小売業、飲食業、サービス業等を行う
事業。

②商店街団体等が、指定区域内の空き店舗を借り
上げて２年以上継続して行う次の事業。

ア）アンテナショップ事業
イ）コミュニティ施設事業
ウ）実験的店舗活用事業
◆問い合わせ先
　商工観光課（℡【幕】54‐6606）

消費生活相談室の開設時間を変更します

　４月から幕別町消費生活相談室の開設時間を変
更します。
　幕別町消費生活相談室では悪質商法、消費者問
題の相談や情報提供を行っています。問題が起き
たら、まず、消費生活相談室に相談してください。

幕
別
地
区

相談場所 役場１階消費生活相談室

曜日・時間 第３週を除く火曜日・木曜日
（午前10時～午後３時)

電　話 【幕】54-6606

札
内
地
区

相談場所 札内福祉センター相談室

曜日・時間 月・水・金曜日
(午前10時～午後３時)

電　話 【幕】55-5800

忠
類
地
区

相談場所 忠類コミュニティセンター
２階小会議室

曜日・時間 毎月第３火曜日
(午前10時～午後３時)

電　話 【忠】8-2111

札内桂町分譲地を販売中です

　この分譲地は、定住促進住宅建設費補助金の
対象外です。詳細は、お問い合わせください。
◆所在地
　①札内桂町560番地108
◆区画面積
　324.00㎡
　（98.01坪）
◆販売価格
　7,387,000円

◆問い合わせ・申込先
　幕別町土地開発公社
　（商工観光課内・℡【幕】54-6606）

町有財産（建物付き土地）の売り払いにつ
いて

　幕別町職員住宅として利用していた建物と土地
を一般競争入札により売り払いします　詳しく
は、お問い合わせください。
◆物件詳細　
・土地　旭町18番地12　3,848.09㎡
・建物　昭和45～49年建築
　　コンクリートブロック造平屋　６棟11戸
　　延床面積　616.00㎡
・予定価格　21,400,262円
◆現地説明会
・日時　４月10日◯火　午前10時
・場所　現地（旭町18番地12）
◆問い合わせ先　総務課管財係(℡【幕】54-6608)

住宅新築リフォーム奨励金制度のご案内

　町内業者の施工により、住宅の新築、リフォー
ムを行う方に奨励金（幕別町商工会が発行する商
品券）を交付します。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆奨励金
①500万円以上の新築等の場合
　「10万円相当の商品券」
②100万円以上のリフォームの場合
　「５万円相当の商品券」
◆問い合わせ先
・商工観光課（℡【幕】54‐6606）
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平成24年度ペレットストーブ導入補助金

　環境にやさしいまちづくりを進めるため、ペ
レットストーブを導入する家庭・事業者を対象に
設置費用の一部を補助します。
◆補助対象　町内に住所を有し自ら居住する住宅
または使用する事業所にペレットストーブを設
置される個人または法人等で、本人および同居
の家族が、町税・使用料または法人税等の滞納
をしていないこと。（詳細はお問い合わせくだ
さい）

◆対象　ペレットストーブ（木質ペレットを燃料
として使用する暖房機）。ただし、未使用のも
の（中古品は対象外）

◆補助件数　５件
◆対象経費　ペレットストーブ本体の購入費
◆補助金額　15万円を限度。（対象経費（消費税
は除く）に２分の１を乗じて得た額）

◆予約申請受付期間　　４月９日◯月～５月11日◯金 

※予約申請書類は申請先にあります。
※予約申請受付期間内に補助件数に達しない場合
は、補助件数に達するまで随時募集とし先着順
で決定します。

◆申請先　町民課環境衛生係、忠類総合支所地域
振興課、札内支所、糠内出張所

◆問い合わせ先　
　町民課環境衛生係（℡【幕】54‐6601）

平成24年度住宅用太陽光発電システム導入
補助金

　環境にやさしいまちづくりを進めるため、住宅
用太陽光発電システムを導入する家庭を対象に、
設置費用の一部を補助します。
◆補助対象　町内に住所を有し、自ら居住する住

宅等に太陽光発電システムを設置する方で、本人
および同居の家族が町税・使用料等の滞納をして
いない方。（その他詳細はお問い合わせください）

◆対象　未使用のもの（中古品は対象外）
◆補助件数　40件
◆補助金額　15万円を限度（発電システムの出力
値により決定します）

◆予約申請受付期間　４月９日◯月～５月11日◯金

　※予約申請書類は申請先にあります。
◆補助予定者の決定　　５月中旬頃（予定）
※補助件数を上回った場合は抽選により決定。（５
月下旬）

※予約申請受付期間に補助件数に達しない場合
は、補助件数に達するまで随時募集とし先着順
で決定します。

◆申請先　町民課環境衛生係、忠類総合支所地域
振興課、札内支所、糠内出張所

◆問い合わせ先　
　町民課環境衛生係（℡【幕】54‐6601）

ごみ拾いで町をきれいに！
全町一斉クリーン作戦を行います

　雪解けが進むにつれ、道路脇にはポイ捨てされ
たごみが目立ってきました。今年も全町一斉ク
リーン作戦を次のとおり実施します。多くの参加
でごみのないクリーンな町にしましょう！
◆日時　５月13日◯日　午前８時30分集合
　（10時終了予定）
※雨天の場合は５月19日◯土に変更。
◆対象者　小学生以上の方。事業所等の団体での
申し込みもお待ちしています。

◆実施内容　道路、公園などのごみ拾い
◆集合場所　申込者に後日文書により連絡しま
す。（状況により数カ所に分かれます）

◆用意いただくもの　軍手、ゴム手、長靴など。（ご
み袋は役場で用意します。）

◆参加申込み　申込用紙か電話で申し込みください。
※申込用紙は、申込先にあります。
◆申込期限　４月20日◯金

◆問い合わせ・申込先　　　
・町民課環境衛生係　　　　（℡【幕】54-6601）
・忠類総合支所地域振興課  （℡【忠】8-2111）
・札内支所　　　　　　　　（℡【幕】56-2111）

５リットルのごみ袋を販売開始します

　町では、５リットルのごみ袋を５月１日から指
定ごみ袋取扱店で販売開始します。
　ごみ袋の種類と単価は次のとおりです。

幕別地域用
燃やせるごみ

10 枚入 150 円
（１枚 15 円）

燃やせないごみ

忠類地域用
燃えるごみ
燃やせないごみ

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

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３月１日　匿名　50万円×３件
　　　　　　　　　匿名金100万円
　　　　３月６日　匿名　10万円
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パークゴルフコースが４月28日◯土オープン

【パークゴルフ団体利用受付】

　４月２日から、団体予約の受け付けを開始します
ので、20 人以上の団体使用は、必ず事前に申し込
みください。ただし、忠類地区のコースは、団体予
約の必要はありません。

【芝刈り作業日はコースを閉鎖します】

　パークゴルフ場の芝刈り作業日は、事故防止と芝
の養生のため、終日、コースを閉鎖します。雨天等
で予定日に作業ができない場合は、翌日以降となり
ますのでご協力ください。

公園の利用について

　町内の各公園のトイレや水飲み場は、４月中
旬から下旬にかけて利用が可能となります。
　なお、札内北公園、いなほ公園、忠類ナウマ
ン公園の水路は、５月中旬以降の利用開始を予
定しています。
◆問い合わせ先　　　
・土木課公園維持係（℡【幕】54-6622）
・忠類総合支所経済建設課（℡【忠】8-2111）

平成24年度水質検査計画および平成23年度
水質検査結果を公表します

　水道課では、供給する水道水が水質基準に適合
し、衛生的であることを確認するため、水道法に
基づき定期的な水質検査を行っており、このたび、
「平成24年度水道水質検査計画」を策定しました
ので、公表します。
　また、平成23年度の水質検査結果について公表
します。　
◆閲覧開始　4月2日◯月～
◆閲覧時間　役場開庁時間内
◆閲覧場所　役場水道課、札内支所、忠類総合支所
◆問い合わせ先
　水道課管理係（℡ 【幕】54-6624）

　４月28日◯土から、町営のパークゴルフコースが
オープンします。なお、４月30日◯月から５月４日
◯金の期間中は、下表の各コース芝刈り日にあたっ
ている場合でも閉鎖しませんので、プレーをお楽
しみください。(天候や芝の状態により、オープン
が遅れる場合もあります。)
※クマゲラハウスは、４月28日◯土午前８時30分に
オープンします。

幕別町森林計画を変更しました

　町では、森林整備に関する方針等を定めた「幕
別町森林整備計画」の一部を変更しました。
◆主な変更点　森林の区域ごとの望ましい姿
（ゾーニング）や、整備・保全に関する基本方針
の全面的な見直し。

◆閲覧場所　役場農林課（町のホームページでも
閲覧できます。）

◆問い合わせ先　農林課林務係(℡【幕】54-6605)

地区名 コース名 芝刈日
（毎週）

夜間
照明 問い合わせ・申込先

幕別

つつじ 木 ・４月27日◯金までは幕別トレセン（℡【幕】54-2106）で受け付け
　（夜間照明の問い合わせもこちら）

・４月28日◯土以降はクマゲラハウス（℡【幕】54-2289）で受け付け

サーモン 木
新田の森 月
さくら 水

札内

ちろっとの森 水 ◯
・札内スポセン（℡【幕】56-4083）で受け付けエルム 月

はらっぱ 火
俳句村 火 ・焼肉ガーデン（℡【幕】56-2125）で受け付け

※４月 18 日から受付開始。
※火曜日を除く。（受付時間　午前９時～午後３時まで）牧水の森 火

南幕別 糠内やまびこ 木 ◯ ・糠内出張所（℡【幕】57-2140）で受け付け
※土・日曜日、祝日を除く。

忠類
ファミリー 水 ・忠類総合支所経済建設課（℡【忠】8-2111）で受け付け

※団体予約の必要はありません。チャンピオン 火 ◯
※夜間照明を点灯する期間と曜日は、７月１日～９月15日までの金・土曜日の２日間です。点灯時間は午後８

時30分まで点灯します。
　サーモンコースについては、平成24年度より団体利用のみとなります。
　（ただし、天候や芝の状態が悪い場合と、芝刈りの日は点灯しません）
　また、期間外であっても、団体使用が10人以上の場合は臨時で点灯しますので事前にお問い合わせください。

自衛隊幹部自衛官・幹部候補生を募集
◆募集種目　一般・技術幹部候補生、歯科・薬剤科幹

部候補生、医師・歯科医師幹部
◆問い合わせ先
　自衛隊帯広募集案内所（℡ 0155-23-8718）　
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環境保全型農業直接支援対策のお知らせ

　地球温暖化防止や生物多様性の保全に効果の高
い営農活動に取組む場合、取り組み面積に応じて
支援金を交付します。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆支援対象者　エコファーマーの認定を受けてい
る販売農家等。

◆対象となる営農活動　化学肥料・化学合成農薬
を原則５割以上低減する取り組みとセットで行
われる次の取り組み。

・カバークロップの作付け（主作物の栽培期間の
前後のいずれかに緑肥等を作付けする取組）

・リビングマルチ、草生栽培の実施（主作物の畝
間や園地などに麦類や牧草等を作付けする取組）

・有機農業の取組（化学肥料・農薬を使用しない
取組）

◆支援基準
　取り組み面積に応じて国と地方（町、道）から
合わせて８千円／10ａが交付されます。

◆支援金の交付スケジュール
・交付申請書及び実施計画書の提出
　　　　　　　　・ ・ ・ ・ ・６月末日まで
◆受付期限　６月29日◯金

※申請書と計画書は農林課農政係にあります。
◆問い合わせ先　
　農林課農政係（℡【幕】54‐6605）

ジャガイモシストセンチュウ侵入・拡散防
止にご協力をください

　ジャガイモシストセンチュウは土壌中に存在す
る害虫で、土とともに移動します。増殖すると生
育不良や収穫量の減少をもたらしますので、侵入・
拡散防止のため、次のことにご協力ださい。
・山菜採りの際は、無断で農地へ立ち入ったり、
車を乗り入れたりしないでください。

・家庭でジャガイモを植えるときは、正規に販売
されている種いもを使用してください。

※ジャガイモシストセンチュウが発生した畑の
ジャガイモを食べても、問題はありません。

◆問い合わせ先　
　農林課農政係（℡【幕】54‐6605）

農業ゆとりみらい総合資金貸付金需要額調
査について

　町では、農業者の経営支援を図るため、幕別町
ゆとりみらい総合資金の貸付を行っています。
　需要額調査を行いますので、借り入れを希望さ
れる方は、ご連絡ください。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆貸付内容

【ゆとりみらい総合貸付金の主な資金種類】
資金名 貸付対象事業 限度額

◯地域野菜
等振興資
金

農業者個人が新たに取り
組む野菜など、新規作物
の栽培に要する経費等

800万円
（事業費の
90％以内）

◯施設資金 農業生産、経営管理に必
要な施設や農家住宅、雇
用者宿舎等の建設に要す
る経費

2,000万円
（事業費の
90％以内）

◯土地改良
資金

小規模な農地の造成、改
良等に要する経費

500万円
（事業費の
90％以内）

◯家畜資金 牛や馬など家畜の購入に
係る経費

1,700万円

肥育素牛の購入・飼養管
理に係る経費

1,700万円

◯有害鳥獣
対策資金

農作物や家畜に被害を及
ぼす有害鳥獣の防除に要
する経費

500万円
（事業費の
90％以内）

※上記のほかに、農機具の購入や住宅周りの環境整備
に係る資金、新規就農者を支援する資金などもあり
ます。今年度の貸付利率は「0.90％」を予定してい
ます。（資金の種類により異なる）

※対象事業、返還年数、貸付利率等、詳しくはお問い
合わせください。

◆申込期限　４月12日◯木

◆問い合わせ先　
・農林課農政係（℡【幕】54‐6605）
・忠類総合支所経済建設課農業振興係
　（℡【忠】8-2111）

町高齢者就労センターが手作り堆肥を販売
します

　安全で有機質分も多く、一般家庭の野菜畑や花
畑、鉢物にも適しています。
◆場所・日時・販売数
【スマイルパーク内フラワーガーデン駐車場（札内暁町）】
・４月28日　午前８時30分～11時
・販売数　2,500袋（20リットル入り）
※「ひまわりの家」による花の苗の販売を行います。
【保健福祉センター駐車場（新町）】
・４月28日◯土　午後１時～３時
・販売数　1,300袋（20リットル入り）
◆販売価格　１袋500円（消費税込）
※各場所とも先着順で、なくなり次第終了します。
※５月７日◯月以降、「ひまわりの家」で注文を受
け付けます。配達もしますのでお問い合わせく
ださい。

◆問い合わせ先　
・高齢者就労センター（℡【幕】55-3800）
・ひまわりの家
　（午前10時～午後４時・℡【幕】56-6630）
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糠内公民館（コミセン）の改修工事が完了しました

　昨年末から休館し改修工事を実施していました糠内公民館（コミ
セン）が、平成24年３月23日よりご利用ができるようになりました。
◆主な改修内容
・内外壁塗装　・トイレの改修（移設）　・暖房設備改修
・多目的ホールの改修
・収納スペースの増設（和室１室廃止） 
・旧南幕別老人交流館浴室を交流室（会議室）に改修 
・役場糠内出張所、診療所の位置および設備は従前どおり
◆問い合わせ・利用申込先
・糠内公民館（コミセン）（℡【幕】57-2312）
・役場糠内出張所（℡【幕】57-2140）

▲受け付け用カウンターを設置しました。

春の火災予防運動

　「消したはず　決めつけないで　もう一度」を
全国統一標語に、４月20日◯金～30日◯月まで、春の
全道火災予防運動を実施します。
　この時期は気温の上昇により空気が乾燥するた
め、火災が発生しやすくなっています。住民が火
災予防の意識を高めることで火災の発生を防止
し、尊い命と貴重な財産を守りましょう。
※春の火災予防運動期間中の４月24日◯火～28日◯土

は、午後８時にサイレンを吹鳴します。
◆問い合わせ先
　幕別消防署消防課予防係（℡【幕】54-2434）

設置しましたか？住宅用火災警報器

　住宅火災による全国の焼死者数は、平成15年以
降、毎年1,000人を超えています。その原因の６
割以上が「逃げ遅れ」によるものです。
　火災による逃げ遅れをなくすため、住宅用火災
警報器を設置しましょう。
◆問い合わせ先　幕別消防署消防課予防係（℡
【幕】54-2434）

平成24年度固定資産税の価格等の縦覧と固
定資産課税台帳の閲覧について

◆縦覧帳簿　土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦
覧等帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧

◆期間　４月２日◯月～７月２日◯月（土・日曜日・祝
日は除く）

◆時間　午前８時45分～午後５時30分
◆場所　役場税務課、忠類総合支所地域振興課税
務管財係

◆縦覧帳簿を縦覧できる方　幕別町の固定資産税
（土地または家屋）の納税者
◆課税台帳を閲覧できる方
①固定資産税の所有者と同居の家族
②固定資産税の所有者から委任を受けた方（委任
状を持参してください）

③納税管理人
④法人の場合は法人の代表者または委任状を持参
した事務担当者など

◆問い合わせ先
　税務課資産税係（℡【幕】54-6604）

▲壁の塗り替えや暖房機器の更新など
　をした多目的ホール。

▲大型のシンクを導入し、使いや
　すくなりました。

▲旧南幕別交流館の浴室を改装
　し、交流室 1・2としました。
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国民健康保険の届け出は14日以内に

　国民健康保険への加入・脱退等の届け出をしな
いと国保税が課税され続けることとなりますの
で、必ず届け出ください。
◆加入手続き　会社などを退職し、今まで加入し
ていた健康保険の資格を喪失した方などは国民
健康保険の加入手続きが必要です。

・届け出に必要なもの　健康保険資格喪失証明書
（事業所で交付）など資格喪失の日が確認でき
る書類。

※倒産や解雇などで失業し、国民健康保険に加入す
る場合、国民健康保険税の負担軽減策があります。
届け出には「雇用保険受給資格者証」が必要です。

◆退職被保険者について　新たに国民健康保険の
被保険者になる方で、厚生年金や共済年金など
の老齢（退職）年金を受けられる65歳未満の方
で、その年金の被保険者期間が次のいずれかを
満たす方とその配偶者・被扶養者の方は、「国民
健康保険退職被保険者」となります。

①合計して20年以上ある方
②40歳以降の加入期間が10年以上ある方
・届け出に必要なもの　加入期間の確認できる年
金証書

◆脱退手続き　就職して会社の健康保険に加入し
たり、家族の方の健康保険の被扶養者となった
ときなどは、国民健康保険からの脱退手続きが
必要となります。

・届け出に必要なもの
①新たに加入した健康保険の被保険者証等
②国民健康保険の被保険者証
※国保から脱退した際に、被保険者証を返還せず
引き続き診療を受けた場合、国民健康保険から
医療機関に支払った保険者負担分を返還してい
ただくことになりますので、加入する健康保険
が変更になった場合は速やかに医療機関に届け
出てください。

◆学生の修学地特例制度　修学のため他の市町村
に転出する場合は、特例として保護者が住んで
いる市町村の国民健康保険に加入することにな
りますので、届け出てください。

・届け出に必要なもの
　在学証明書、学生証などの証明書。
※入学前は合格通知書。後日、在学証明書などを提出。
※卒業などで学生でなくなったり、アルバイト先
で社会保険に加入したときは、この特例を受け
ることがでなくなりますので届出願います。

◆届け出場所
　役場町民課・忠類総合支所住民課・札内支所
◆問い合わせ先
　町民課国保医療係（℡【幕】54-6602）

介護サービス利用者の負担額軽減に係る対
象サービスの拡充について

　町では、現在の介護サービスに加えて４月より
訪問リハビリ、通所リハビリ、訪問入浴介護、訪
問看護、短期入所療養介護サービスを利用した場
合も、利用者負担の一部を軽減しますので、対象
となる方は申請書を提出してください。
◆軽減の対象者
　次のすべての条件に該当する方です。
①市町村民税世帯非課税である方。
②年間収入が単身世帯で150万円（世帯員が１人
増えるごとに50万円を加算）以下の方。

③預貯金等の額が単身世帯で350万円（世帯員が
１人増えるごとに100万円を加算）以下の方。

④日常生活に供する資産以外に活用できる資産が
ない方。

⑤負担能力のある親族等に扶養されていない方。
⑥介護保険料を滞納していない方。
◆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）

東日本大震災義援金の受付期間を延長

　日本赤十字社幕別町分区では、東日本大震災義
援金の受付を９月28日◯金まで延長いたします。

３月８日◯木現在、窓口にお寄せいただいた義
援金は、総額14,993,805円となっています。
皆様の心温まるご寄付ありがとうございます。

◆受付方法　役場町民課、札内支所、糠内出張所、
保健福祉センター、忠類総合支所住民課及びふ
れあいセンター福寿の各窓口にご持参いただく
か次の口座へお振り込みください。

○郵便振替口座
　口座名義「日本赤十字社　東日本大震災義援
金」、口座番号「００１４０‐８‐５０７」

◆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）

後期高齢者健診を受けましょう　

　後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の
方などの健康診査（健診）を実施します。
　年に一度は、健診を受け病気の予防・早期発見
につなげ、健康で元気な毎日を過ごしましょう。
　なお、健診を受ける方は、「受診券」が必要で
すので、事前に保健福祉センター健康推進係（℡
【幕】54-3811）にご連絡願います。
◆問い合わせ先
・町民課高齢者医療係（℡【幕】54-6602）
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平成24年度　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

　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の
で、ぜひご検討ください。
※中学１年生、高校３年生は、平成24年度までが
定期接種期間となっています。

◆対象者
・第２期（小学校入学前の年長児）
　平成18年４月２日～平成19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11年４月２日～平成12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６年４月２日～平成７年４月１日生まれ
※対象者には３月下旬に個別に案内を送付してい
ます。案内が届いていない方はご連絡ください。

◆接種期間　平成25年３月31日◯日まで
◆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）

平成24年度子宮頸がん予防ワクチン接種　

　接種費用の全額助成を平成25年3月31日まで延
長しました。　　
　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。
　詳しくは、お問い合わせください。
◆助成対象者　中学１年生～高校１年生に相当す
る年齢の女子（平成８年４月２日～平成12年４
月１日生まれ）

※新たに対象となる中学1年生には３月下旬に個
別に案内を送付しています。

◆接種期間　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
◆その他　先天性疾患などの特別な理由により、
主治医の下で接種が必要な方は、事前にお問い
合わせください。

◆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）

障がい者職場体験事業を実施します　

　役場や一般企業での職場体験を通じて、就労に
向けてステップアップしてみませんか。
◆業務内容　事務補助や軽作業
※体験日、体験時間などの詳細は、お問い合わせ
ください。

◆対象　幕別町民で、自力または家族・施設など
の送迎で職場まで通うことができる方。

◆提出書類　申込書
※申込書は提出先にあります。
◆提出期限　４月27日◯金

◆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　５月中旬
※詳しくは、後日連絡します。
◆問い合わせ先
・福祉課障害福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

幕別町地域密着型サービス事業者の選定結
果について

　地域密着型サービスの事業者を公募した結果、
１事業者より応募があり、幕別町地域密着型サー
ビス運営委員会による審査、意見を踏まえ、次の
事業者に決定しました。
なお、選定された事業者は、平成24年度中に施設
などの整備を行い、地域密着型サービス事業者と
しての指定を受けてから、サービスの提供が開始
されます。
◆選定事業者
　社会福祉法人博愛会　理事長　細川吉博
　（更別村字更別南３線95番地６）
◆事業の種類（併設）
　地域密着型介護老人福祉施設　　　　定員29人
　小規模多機能型居宅介護（介護予防）

　登録定員25人
◆選定理由　総合評価で基準点数を上回り、現在、
運営している地域密着型介護老人福祉施設及び
小規模多機能型居宅介護事業の経験を生かし、
安定かつ持続した運営が見込まれること、また、
地域や社会に対する貢献への熱意が強く感じら
れることから、幕別町地域密着型サービス事業
者として選定しました。

◆問い合わせ先　保健課介護保険係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）



28Makubetsu
2012.4

保健・福祉

５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 ７・14・21・28日 ●火火 １・８・15・22・29日

enjoy!イキイキサーキット
19:30～ ●火火 １・15・29日 ●月月 ７・14・21日

19:30～ ●木木 10・24・31日 ●金 18日

はじめてエアロビクス
14:00～ 金 ●水水 30日

19:30～ ●火火 ８・22日 ●金 11日　　●月月 28日

ＺＵＭＢＡ（ズンバ）
10:00～ ●金 18日 ●水水 ９日

19:30～ ●木木 17日 ●金 25日

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ●金 11・25日 ●水水 ２・16・23日

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～
金

●木木 10・17・24・31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）

いきいきエンジョイ教室　

　65歳以上を対象に、趣味や軽い運動を主にした
「いきいきエンジョイ教室」を、次の会場で実施
しています。日頃の運動不足の解消や、地域の交
流の場として、気軽に参加ください。
◆対象者　65歳以上の方
※但し、要介護認定者（要支援・要介護）で通所
介護等を利用している方は、利用できません。

◆開催時間　午前10時から11時30分
※申込時に、希望される会場の日程をお知らせし
ます。

◆内容　絵手紙、料理教室、軽運動やゲーム等。
◆受講料　原則無料ですが、活動内容により材料
費（実費）をいただくことがあります。

◆開催会場
会場 開催日

幕別北ふれあい交流館 第２・４◯水
鉄南ふれあい交流館 第２・４◯木
南幕別老人交流館 第２週の◯水
暁町近隣センター 第２・４◯火
新北町近隣センター 第２・４◯月
桂町近隣センター 第１・３◯火
あかしや町南近隣センター 第２・４◯金
春日近隣センター 第１・３◯金
途別ふれあい交流館 第３◯木（11月～３月）

◆問い合わせ・申込先　保健課介護保険係（保健
福祉センター内・℡【幕】54-3811）

発達支援センターを開設します　

　発達に支援を必要とする子どもたちやその家族
などの悩みや不安を「気になる」段階からご相談
いただける場として、４月２日に「発達支援セン
ター」を開設します。
　「発達支援センター」では、発達支援コーディ
ネーターが、発達状況に応じた各専門分野と連携
し、総合的かつ継続的な支援を行い、安心して生
活できるようお手伝いします。
◆場所　保健福祉センター
◆時間　月～金曜日
　午前８時45分～午後５時30分
◆内容
・発達に関わる心配ごとの相談
・幼児ことばの教室による療育　
◆問い合わせ先
・発達支援センター
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-6533）
・福祉課障害福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
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広報３月号保健ガイド訂正のお知らせ

　個別乳がん検診の指定医療機関に掲載のありまし
た、慶愛病院は誤りのため訂正いたします。
　乳がん検診実施医療機関は、帯広協会病院、帯広
厚生病院、帯広第一病院、センチネルクリニック、
北斗クリニックとなります。



催し（スポーツ・講座・研修・イベント）
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第７回　初心者テニス教室

◆日程　４月28日◯土～10月20日◯土　毎週土曜日
　【子どもの部（小学生）】午後１時～午後３時
　【大人の部】　　　　　　午後３時～午後５時　
◆場所　札内スポセン(屋外テニスコート)
◆参加料
　子どもの部　5,000円　
　大人の部　　6,000円
※初回参加時に納入
◆申込期限　４月27日◯金

◆問い合わせ・申込先
　町テニス協会事務局　青田(℡【幕】56-8970)

プロ野球イースタン・リーグ公式戦開催地
決定

　幕別町においてイースタンリーグ公式戦（北海
道日本ハムファイターズＶＳ東北楽天イーグルス
戦）が次の日程で開催されます。
※チケット販売時期など、詳細については、５月
号の広報でお知らせします。

◆日時　７月28日◯　土 午後1時～
◆場所　幕別運動公園野球場

幕別ふるさと味覚工房　味噌作り講習会

　幕別産の大豆を使用した味噌作り講習会を行い
ます。
◆日時　４月23日◯月、４月27日◯金、
　　　　５月10日◯木、５月12日◯土、５月13日◯日

　　　　午前10時～午後１時
◆場所　幕別ふるさと味覚工房（新和）
◆定員　各日とも12人（１人１回）
※定員になり次第、締め切ります。
◆参加負担金　一人3,200円
◆出来上がり　味噌約10kg
◆持ち物　
　エプロン、三角巾、手ふき、お持ち帰り用の容
器（味噌10kgが入る樽、一斗袋など）

※上記以外の機材や材料は、味覚工房で準備します。
◆申込期間
　４月11日◯水～16日◯月（午前10時～午後５時）
※グループや代表者等複数での申し込みは受け付
けませんのでご了承願います。

◆問い合わせ・申込先
　幕別ふるさと味覚工房（℡【幕】57-2001）

就学援助の申請を受け付けしています　

　新入学児童に係る当初の認定申請は４月16日◯月

が提出期限です。また、在校生の方へは、すでに
申請書を配付しておりますが、提出期限後も途中
認定の申請として随時受け付けしています。
　経済的な理由から就学が困難な児童生徒の保護
者に、学用品費・学校給食費等を援助します。
　詳しくは３月号の広報をご覧ください。
◆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」等を提出してください。
※申請用紙は提出先にもあります。
◆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、通学して
いる学校

◆問い合わせ先
　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

町立わかば幼稚園
平成24年度満３歳児入園

　わかば幼稚園では、年度途中からの満３歳児入
園を受け入れています。
◆対象
　町内在住の、心身ともに健康な幼児。
◆入園時期
・第１期　７月入園（４月～６月生）
・第２期　10月入園（４月～９月生）
・第３期　１月入園（４月～12月生）
※手続きは入園を希望する月の前々月の末まで。
　（第１期は５月末日まで）
◆保育時間
　午前８時45分～午後１時45分
　（水曜日は午前11時30分まで）
※入園後１カ月は午前保育です。
◆諸経費
・入園料　3，000円
・保育料　7，000円（月額）
・給食費　1，500円程度（月額）
・その他　450円（月額）
※世帯の所得によって、入園料、保育料を補助す
る制度があります。詳細はお問い合わせくださ
い。

◆入園説明会
　４月19日◯木　午後１時～２時
※上履きをご用意ください。
◆問い合わせ・申込先
　わかば幼稚園（℡【幕】54-4223）



苗の上手な植え方教えます！
　始めよう、ガーデニング！

◆日時　４月22日◯日　午後２時～４時 （全１回）
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　加藤弘規さん（真鍋庭園ガーデニング講座担当）
◆対象　一般20人
◆受講料　無料
◆持ち物　筆記用具
◆申込期限　４月21日◯土
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春から始める講座が盛りだくさん！

■ 問い合わせ・申込先　百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

「奄美三線、沖縄三線そして未来へ」楽器としての三線
とそのプレイスタイル、その可能性を求めて
　村松健ワークショプ　三線への誘惑

◆日時　５月22日◯火　午後７時～８時30分
◆場所　百年記念ホール講堂
◆講師　村松健さん(奄美大島在住、ピアニスト、
作曲家、奄美三線奏者)

◆対象　一般20人※当日見学は自由です。
◆受講料　無料
◆持ち物　奄美三線又は沖縄三線（持っていなくて
も受講可。貸出用もあり。）

◆その他　当日、村松さん制作の三線を持参いただ
き、体験していただく予定。 

◆申込期限　５月16日◯水水

母の日・父の日企画！その2
　ＵＶレジンで作るデコアクセサリー！

◆日時　５月12日◯土、６月16日◯土

　午後２時～４時 全２回(単発受講も可)
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　磯谷恵さん(「ベリーローズ」主宰)
◆対象　小学生以上12人
※単発受講可（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　小学生400円 一般1,000円
　(単発受講の場合は１回小学生200円、一般500円)
◆材料代
　（母の日用）ストラップ500円、ペンダント700円
　（父の日用）ストラップ500円、ネクタイピン700円
※当日選べます。
◆持ち物　特になし
◆申込期限　講座日の１週間前

「ヴォンジョルノ」から始めよう！
　イタリア語入門

◆日時　４月23日◯月

　　　　５月７日◯月、21日◯月

　　　　６月４日◯月、18日◯月

　　　　７月２日◯月、９日◯月、23日◯月

　　　　８月６日◯月、20日◯月

　(午前コース)　午前10時～11時30分
　(夜間コース)　午後７時～８時30分
　各コース全10回 
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　村田雄穂さん(イタリア語通訳案内士)
◆対象　一般各コース12人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　5,000円
◆テキスト代　1,785円
◆持ち物　筆記用具
◆申込期限　４月16日◯月

初めてでも安心！
　タップダンス入門講座

◆日時
（午前コース）午前10時30分～ 11時45分（全８回）
　５月14日◯月、28日◯月、
　６月11日◯月、18日◯月、25日◯月、
　７月２日◯月、９日◯月、23日◯月

(夜間コース) 午後７時～８時15分（全８回）
　５月19日◯土、26日◯土、
　６月２日◯土、９日◯土、16日◯土、
　７月７日◯土、14日◯土、21日◯土

◆場所　百年記念ホール音楽実習室
◆講師　内杉悦子さん(「バレエ＆ダンス内杉」主宰)
◆対象　各コース一般10人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　一般4,000円
◆持ち物　タップダンスシューズ(底が固めの革靴

でも代用可)、タオル、飲み物など
◆申込期限　５月７日◯月

母の日・父の日企画！その１
　バルーンアートを作って贈ろう！

◆日時　５月12日◯土、６月16日◯土

　午前10時～正午　全２回(単発受講も可)
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　池田祐美子さん(バルーンアーティスト「kobito」)
◆対象　小学生以上12人
　※単発受講可（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　小学生400円 一般1,000円(単発受講の場
合は１回小学生200円、一般500円)

◆材料代　１回分400円（１回目　花束作り、２回
目　ビールジョッキ作り（枝豆付き））

◆持ち物　特になし
◆申込期限　講座日の１週間前
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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

　十勝から生まれた歌、万城目
正をはじめ昭和に生まれた歌を
未来へ唄い継ぐ為に立ちあがっ
た音楽祭です。ゲストは「マリ
モの唄」「幕別町歌」あの九条万
里子さんをお招きしました。
◇開演　午後１時 00 分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由 500 円

　今年もゴールデンウィーク
は百年記念ホールへ！こども
の日に合わせてワクワクドキ
ドキな出し物満載！連休の〆
は家族そろってまったりとお
過ごしください。

◇開演　午前 10 時～午後３時
◇場所　百年記念ホール全館
◇フード以外すべて無料

ピアノ指導者を中心に結成し
たピアノ倶楽部。今回は会員
15 名の出演。心で奏でる暖か
なモーツァルトの音を求めて
と題したコンサート　ピアノ
の音色をたっぷりと。
◇開演　午後２時00分～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　入場無料

4/15
◯日 

4/25
◯水 

5/6
◯日 

燦燦 MUSIC    Vol.41
モーツァルト ピアノソナタの世界

万城目正記念
第 1回とかち昭和歌謡音楽祭

予告！子どもの日スペシャル
百年記念“夢”ホール

　大学在学中に小田和正とオフ
コースを結成 1982 年からソロデ
ビューし活動を続ける鈴木康博さ
ん。ニューアルバムを携えた全国
ツアーで幕別へ！
素晴らしいギターと味のある声を

◇開演　午後５時30分～
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　全席自由 4,500 円

4/30
◯月 

鈴木康博ソロライブツアー 2012

　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を
堪能ください。22 日には
村松さんによる三線ワーク
ショップも開催します。

◇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

　あのシンディー・ローバーがこ
よなく愛する TOKU のフリューゲル
ホーンとメロゥヴォイス。北海道
特別編成は名手を揃えたスペシャ
ルカルテット　極上の AOR を！

◇開演　午後6時30分～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 5,000 円

5/12
◯土 

5/26
◯土 

TOKU スプリングツアー 2012
村松健　Piano Live

“思いは海を越えて”

　百年ホールの沖縄バンドシ
リーズ今回はついにモンス
ターバンド ORANGE RANGE の登
場！ 10 周年記念全国ツアーの
ひとつ幕別公演は盛り上がり
必至！お見逃しなく

◇開演　午後５時30分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席指定5,500円 一般発売4/21◯土10時

6/17
◯日 

ORANGE　 RANGE 全国ツアー 2012
～ NEO POP STANDARD ～

　おまたせしました！まくべつ演歌
まつり、今回は北山たけし、北川大
介、走裕介のイケメン三人と紅一点
　武山あきよが登場！フレッシュな
ステージをたっぷりお楽しみ下さ
い。

◇開演　①午後１時～　②午後５時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席指定 4,500 円 4/9 ◯月 10 時発売

6/9
◯土 

まくべつ演歌まつり 2012



　平成20年４月～21年３月に購読していた雑誌を
無料配布します。

◇日　時　４月15日◯日～21日◯土　開館時間内
◇場　所　本館研修室、忠類分館
　　　　　※札内分館では行いません。
◇配布冊数
　　初日のみ１人10冊（人気雑誌は２冊まで）。
　　それ以降は無制限。
　　なくなり次第終了します。

　「挑戦！難易度☆☆☆☆☆　お父さんかっ
こいい！戦国武将のかぶとを作ろう」
　戦国武将のかぶとを子どもの頭に合わせて
作ります。今年のこどもの日はあなたの作っ
たかぶとをお子さんの頭に載せて成長を祝い
ましょう。

◇日　時　４月15日◯日午後１時～３時
◇場　所　幕別町百年記念ホール　学習室２
◇対　象　乳幼児の父母、祖父母
◇人　数　10人
◇講　師　三浦将宏さん（帯広市）
◇その他
　参加費なし。
　申し込み時、お子さんの年齢をお知らせく
ださい。（材料の用意のため）

スワディ号運行カレンダー

◎お休みしている学校・保育所には行かないことがあります。

①コース 　第１・第３月曜日

(1) さかえ保育所 10:20 ～ 11:10

(2) 青葉保育所 11:30 ～ 12:10

(3) 白人小学校 13:00 ～ 14:00

(4) 文京公園 14:50 ～ 15:10

(5) なかよし公園（あかしや町） 15:20 ～ 15:40

②コース 　第１・第３水曜日

(1) 札内北保育所 10:40 ～ 11:10

(2) 札内北小学校 12:50 ～ 14:30

(3) 札内福祉センター 14:40 ～ 15:00

　

③コース 　第１・第３木曜日

(1) 忠類保育所 10:40 ～ 11:30

(2) 忠類小学校 13:00 ～ 13:30

(3) 北ふれあい交流館 15:10 ～ 15:30

④コース 　第１・第３金曜日

(1) 古舞保育所 11:00 ～ 11:25

(2) 古舞小学校 12:45 ～ 13:20

(3) 特別養護老人ホーム　 札内寮 13:45 ～ 14:30

(4) 桂町公園 14:40 ～ 15:00

⑤コース 　第２・第４月曜日

(1) 幕別幼稚園（札内） 10:20 ～ 11:30

(2) 途別保育所 12:40 ～ 13:00

(3) 途別小学校 13:05 ～ 13:30

(4) 若草南公園 15:00 ～ 15:20

⑥コース 　第２・第４水曜日

(1) 明倫小学校 10:10 ～ 10:40

(2) 明倫保育所 10:40 ～ 11:00

(3) 駒畠保育所 11:35 ～ 11:55

(4) 役場駒畠出張所前 12:00 ～ 12:20

(5) 幕別小学校 13:00 ～ 14:00

⑦コース 　第２・第４木曜日

(1) 札内南保育所 10:40 ～ 11:00

(2) 札内南小学校 13:00 ～ 14:50

(3) わんぱく公園（みずほ町） 15:00 ～ 15:20

⑧コース 　第２・第４金曜日

(1) わかば幼稚園 10:20 ～ 10:50

(2) 糠内保育所 12:15 ～ 12:35

(3) 糠内小学校 12:40 ～ 13:10

(4) 農協糠内支所前 13:20 ～ 13:40

　平成23年度に広報まくべつに掲載されたイラス
トを展示します。

◇日　時　４月18日◯水水～23日◯月
◇場　所　本館エントランスホール

図書館　４月の行事のおしらせ

スワディ講座 雑誌の無料配布

広報イラスト展
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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 4/27）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

４月
日 月 火 水 木 金 土
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

　■休館日
　■札内分館夜間延長（午後８時まで）

◇おはなし会

33 Makubetsu
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一般書
原爆投下 松木 秀文
父・金正日と私 五味 洋治
口癖の心理学 千石 涼太郎
坂の上の坂 藤原 和博
アフター・ザ・レッド 朝山 実
再び、立ち上がる ! 河北新報社編

集局
復興の大義 　
ガミガミ言うより笑顔だけで
子どもが変わる

原坂 一郎

柳田国男と今和次郎 畑中 章宏
軍馬の戦争 土井 全二郎
すべてわかる人体解剖図 　
うつ病のベストアンサー 　
がんを生きる子 松永 正訓
いちばんやさしい地球変動の
話

巽 好幸

原発のコスト 大島 堅一
文学
サムライ千年やりました 岩井 三四二
ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸 潤
幸せになる百通りの方法 荻原 浩
晴天の迷いクジラ 窪 美澄
地層捜査 佐々木 譲
朱龍哭く 西條 奈加
花酔ひ 村山 由佳
朝の霧 山本 一力
途方もなく霧は流れる 唯川 恵
東雲の途 あさの　

 あつこ
ピース・オブ・ケーキとトゥ
ワイス・トールド・テールズ

金井 美恵子

恋都 (こと )の狐さん 北 夏輝
中原を翔る狼 小前 亮
築地ファントムホテル 翔田 寛
荻窪シェアハウス小助川 小路 幸也
不知火の剣 鳥羽 亮
万能鑑定士 Qの推理劇 1 松岡 圭祐
遠い勝鬨 村木 嵐
魔法飛行 川上 未映子
ロバートキャンベルの小説家
神髄

ロバート 
キャンベル

花嫁 青山 七恵
番犬は庭を守る 岩井 俊二
奇妙な絵柄 池永 陽
玉村警部補の災難 海堂 尊
茉莉花 (サンパギータ ) 川中 大樹
大伝説の勇者の伝説 11 鏡 貴也
アヒルキラー 木下 半太
第五番 久坂部 羊
一石二鳥の敵討ち 佐藤 雅美
クロス・ファイヤー 柴田 よしき
ちょんまげ、ばさら 高橋 由太
くるすの残光 [2] 仁木 英之
ファイヤーボール 原 宏一
新公安捜査 2 浜田 文人
歪笑小説 東野 圭吾

東と西 2 いしい　
 しんじ

クリーピー 前川 裕
大いなる時を求めて 梁 石日
小説家・逢坂剛 逢坂 剛
その後とその前 瀬戸内 寂聴
甘酸っぱい味 吉田 健一
瓦礫の中の幸福論 渡辺 淳一
レンタルの白鳥 ジョーン

  エイケン
写真の秘密 ロジェ

  グルニエ
児童書
カブトムシ &クワガタ百科 安藤“アン”

誠起
名探偵コナン理科ファイル太
陽と月の秘密

青山 剛昌

図書館ねこデューイ ヴィッキー  
マイロン

小学生のためのことわざをお
ぼえる辞典

　

ポケモンわくわく超めいろ 嵩瀬 ひろし
名探偵コナン推理ファイル音
楽の謎

青山 剛昌

放射線になんか、まけないぞ ! 坂内 智之
アッチとボンとドララちゃん 角野 栄子
モーグルビート !再会 工藤 純子
絶叫学級 [3] いしかわ

 えみ
魔狼、月に吠える 香月 日輪
こども小説ちびまる子ちゃん
5

さくら　
 ももこ

ぼくらのヤバイト作戦 宗田 理
ジョウスト ! 友野 詳
願かけネコの日 那須田 淳
鉄研ミステリー事件簿 2 松原 秀行
よろずトラブル妖怪におまか
せ

三田村 信行

沼の妖怪ホテル 　
駅の妖怪ホテル 　
忍たま乱太郎にんじゅつ学園
の文化祭の段

尼子 騒兵衛

かいけつゾロリはなよめとゾ
ロリじょう

原 ゆたか 

妖怪アパートの幽雅な人々 香月 日輪
絵本
あいうえおみせ 安野 光雅
あかいじどうしゃよんまるさ
ん

堀川 真

せつぶんのひのおにいっか 青山 友美
いちねんめいろ せべ

 まさゆき
ティモシーとサラはなやさん
からのてがみ

芭蕉 みどり 

ようちえんにいくんだもん 角野 栄子
おとどけものでーす ! 間瀬

 なおかた 
ゆきのひ くすのき　 

しげのり

（図書の一部を掲載しています。）

ババール
・４月28日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール視聴覚室
あっちこっち紙芝居
・４月７日◯　土 午前11時
　　　21日◯　土 午前11時
　札内分館
おはなしのたね
・４月20日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

図書特別展示《全館》
・日本の「美しいことば」を
　感じよう！
　４月１日◯日～26日◯木
ふらっとあーと《本館》
・いきいきエンジョイ教室作
　品展
　４月１日◯日～26日◯木
広報イラスト展《本館》
・４月18日◯水～23日◯月
　本館エントランスホール

◇展示コーナー

新着図書


