
お知らせ

７月の行政相談

◆日時　７月19日◯木　午後１時～午後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)

７月の人権相談

【忠類会場】
　日程　７月19日◯木　午前10時～正午
　場所　ふれあいセンター福寿
　担当　赤石裕元さん、桑谷昌芳さん
【札内会場】
　日程　７月19日◯木　午後１時～午後３時
　場所　札内福祉センター
　担当　三島まゆみさん、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）

平和な世界を願って

　核兵器のない平和な世界を願い、折り鶴を送り
ませんか？折り鶴は８月開催の原爆パネル展会場
に展示し、終戦記念日に合わせて広島・長崎へ送
付します。
◆募集期間
　７月10日◯火～31日◯火　 午前９時～午後５時
◆受付場所　役場庁舎１階ロビー、忠類コミュニ
ティセンターロビー、札内支所

◆問い合わせ先
　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

くりりんセンター休館日のお知らせ

　７月16日◯月の「海の日」は、休館日ですので、
ごみの持ち込みはできません。
◆問い合わせ先
　十勝環境複合事務組合　くりりんセンター
　（℡0155-37-3550）

社会・産業、文化・スポーツの功労賞および
善行賞

　町では町表彰条例に基づき、社会・産業の発展、
文化・スポーツの振興に大きく貢献されている方、
他の模範となるような善行や努力をされている方
の功績をたたえ、毎年表彰を行っています。町民
の皆さんからの推せんをお待ちしています。
◆推せん期日　８月20日◯月

◆推せん方法・問い合わせ先　次のところに所定
の様式を請求し、候補者の功績、略歴等を詳し
くご記入の上提出してください。

◇社会・産業功労賞、善行賞
・総務課総務係（℡【幕】54-6608）
・忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）
◇文化・スポーツ功労賞
・教育委員会（℡【幕】54-2006）
・忠類総合支所生涯学習課（℡【忠】8-2201）

小規模修繕契約希望者の登録を受け付けし
ます

　町が発注する小規模な修繕の受注希望者の登録
を受け付けます。
◆登録対象者　建設工事入札資格を有しない、町
内に本社・本店を有する法人、または町内に住
所を有する個人事業主。

◆対象となる契約　内容が軽易で、かつ履行が容
易な修繕の契約で、その予定価格が30万円未満
のもの。

◆登録・有効期間
◇平成24年７月２日から20日までの受付分
　（有効期間）
　平成24年８月１日から平成26年７月31日まで
◇以降毎月20日までの受付分
　（有効期間）
　受付した翌月の１日から平成26年７月31日まで
※前回登録された方も、７月末で登録有効期間を
満了しますので、新たに申請が必要です。

※小規模修繕を発注する際の事業者選定の対象と
なりますが、見積参加や契約を約束するもので
はありません。

◆問い合わせ・申請先　総務課管財課係（℡【幕】
54-6608）

町有財産（車両）を売り払います

　町有財産として利用していた車両を一般競争入
札により売り払います。
◆物件詳細
〇車名　日産　ラルゴ
・型式　Ｅ－Ｗ３０
・定員　８名
・年式　平成９年式
・走行距離　約140,000キロ
〇車名　三菱　ローザ
・型式　Ｕ－ＢＧ４３７Ｆ改
・定員　23名
・年式　平成３年式
・走行距離　約225,000キロ
・特記事項　自走不能・車検無
◆物件説明会
・日時　７月13日◯金　午前10時
・場所　旧車両センター（字明野351番地）
◆問い合わせ先
　総務課管財係（℡【幕】54-6608）
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お知らせ

国民年金のお知らせ

◆保険料免除制度　本人・配偶者・世帯主の前年の
所得が次の基準を下回る方は、申請により免除
を受けることができます。

所得基準

全額免除（扶養親族等の数+１）×35万円+22万円

3/4免除 78万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

1/2免除 118万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

1/4免除 158万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額

◆若年者（30歳未満）納付猶予制度
　　30歳未満で本人・配偶者の前年の所得が次の
基準を下回る方は、10年間保険料の納付が猶予
されます。詳しくは、お問い合わせください。

　納付猶予所得基準
　（扶養親族等の数+１）×35万円+22万円
◆受付期間　７月１日から
◆受付先　役場町民課、忠類総合支所、札内支所
◆問い合わせ先
　町民課住民年金係（℡【幕】54-6602）
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自衛官を募集

　詳細は、自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-
8718）、または、ホームページ（http://wwwmod.
go.jp/pco/obihiro/）でご確認ください。

募集種目 応募資格 受付期間 試験日

自衛官
候補生
（男子）

18歳以上
27歳未満

試験前
日まで

７/22◯日
８/26◯日
９/28◯金
９/29◯土
９/30◯日
11/20◯火
12/９◯日

自衛官
候補生
（女子）

８/１◯水水
～

９/７◯金

９/26◯水水

一般曹
候補生

１次 ９/17◯月
２次 10/４～11

航空学生
高卒

(見込含）
21歳未満

１次 ９/22◯土
２次 10月中旬
３次 11月以降

※年齢は、平成25年４月１日現在

幕別高校の改修工事について

　特別支援学校設置のため幕別高校の改修工事を
行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
◆工事期間
　平成24年７月上旬～平成25年２月(予定)
◆問い合わせ先　北海道教育庁特別支援教育課
　（℡011-204-5773）

帯広高等看護学院見学会

　看護師の職業に興味がある方を対象に、見学会
を開催します。
◆日時　８月１日◯水水

　午前の部　午前10時～11時30分
　午後の部　午後１時～２時30分
◆場所　帯広高等看護学院
◆内容　学院内見学、血圧測定などの体験学習
◆対象　高校２年生以上で初めて見学される方
◆参加費　無料
◆持ち物　上履き
◆申し込み　電話またはメールで、氏名・学校名・
学年・年齢・性別・午前、午後の部をお知らせく
ださい。

◆申込期間　７月17日◯火～７月20日◯金

　（受付時間は午前９時～午後５時）
◆問い合わせ・申込先
　帯広高等看護学院（℡0155-47-8881）
　Ｅメール　obikan@m2.octv.ne.jp

平成24年度北海道介護支援専門員実務研修
受講試験案内配布のおしらせ

　平成24年10月28日◯日に実施する試験案内を、受
験希望者に配布します。
◆配布期間　平成24年６月25日◯月～７月25日◯水水

◆配布場所（町内）
　保健福祉センター、役場町民課住民年金係、
　札内支所、忠類ふれあいセンター福寿
◆問い合わせ先　北海道社会福祉協議会福祉人材
部研修教務課（℡011-241-3979）

特別支援教育に関する研修会の開催について

　教育委員会では、児童生徒への学習支援や生活
介助等を行う特別支援教育支援員の配置に向けた
養成と資質向上のため研修会を開催します。
◆日程（全３日間）
・８月９日◯木　午前９時～正午
・８月10日◯金　午前９時～正午
・９月11日◯火　午前９時～正午
◆場所
・十勝教育研修センター（１・２日目）
・札内北小学校または札内東中学校（３日目）
◆内容　特別支援教育に関する基本的な知識や事
例研修等の講義、実技指導など。

◆対象　特別支援教育支援員として教育委員会臨
時職員の登録を希望する方（教員免許の資格は
ないが、児童生徒への支援の仕事を希望してい
る方を含む。）

◆定員　30人
◆申込期限　７月31日◯火

◆問い合わせ・申込先
　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）



保健・福祉

スマイル検診予約受付中

　スマイル検診を希望される方は、お早めに申込みください。健康管理のため、年に１回は検診を受け
ましょう。
◆日程・場所

日程 受付時間 場所

８月
２日◯木 

６時、７時、
８時、９時

忠類ふれあいセンター福寿
３日◯金、４日◯土 保健福祉センター
５日◯日、６日◯月、 札内福祉センター

11月
６日◯火 ７時、８時、

９時、10時
保健福祉センター
札内福祉センター７日◯水水、８日◯木、９日◯金、10 日◯土 

◆検診内容・対象・料金
検診内容 対象 40歳以上69歳以下 70歳以上

大腸がん検診（便潜血検査）

40歳以上の町民

400円 100円
胃がん検診（胃バリウム検査） 1,200円 400円
肺がん検診（胸部レントゲン検査） 300円 100円
肝炎ウイルス検査（血液検査） 500円 100円
エキノコックス症検査（血液検査） ８歳以上の町民 300円 100円
幕別町国保特定健診（血液検査ほか） 幕別町国保加入者 1,500円 無料
後期高齢者健診（血液検査ほか） 後期高齢者医療制度加入者 無料

※年齢は平成25年３月31日に迎える年齢です。昭和18年３月１日生れの方は70歳となります。
※エキノコックス症検査は小学３年生・中学２年生は無料です。詳しくは学校を通じて連絡します。
※肝炎ウイルス検査は、一度検査をしたことがあれば必要ありません。

結核健診を実施します

　予約の必要はなく、当日、会場ですぐに受診できます。
※肺がん検診を実施した方、実施予定の方は、結核についても同時に診査します。
◆日程・場所

日程 受付時間 場所

８月２日◯木 
午前10時30分～11時 忠類コミュニティセンター
午前11時30分～12時 忠類ふれあいセンター福寿

８月３日◯金 午前10時～　　10時30分 保健福祉センター
８月６日◯月 午前10時～　　11時 札内福祉センター

◆対象　町内在住で、今年度に医療機関や肺がん検診などで胸部レントゲン検査
を受ける予定のない65歳以上の方。（昭和23年３月31日以前生まれの方）

◆検査内容　胸部レントゲン検査
◆料金　無料

■問い合わせ・申込先　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（忠類ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）
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小学校３年生・中学校２年生のエキノコックス症検査実施します

　詳しいお知らせは、学校を通じて７月中旬に連絡します。ご希望の方は申し込みください。
◆実施日・会場・受付時間

実施日 会場 受付時間
８月２日◯木 ふれあいセンター福寿

６時30分、７時30分
８時30分、９時30分８月３日◯金、４日◯土 保健福祉センター

８月５日◯日、６日◯月、７日◯火 札内福祉センター
11月６日◯火 保健福祉センター

７時30分
11月７日◯水水、８日◯木、９日◯金、10日◯土 札内福祉センター

◆対象　小学３年生と中学２年生（昨年度、検査を受けていない小学４年生と中学３年生）
◆料金　無料※
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８月月９日は
パークゴルフの日

　パークゴルフは来年
（平成25年）誕生30周
年を迎えます。

　だれもが気軽に楽しめ
る、世代間交流スポーツが
パークゴルフの原点です。
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子宮頸がん検診・乳がん検診・大腸がん検診の無料クーポンを利用しましょう

　国のがん対策推進事業により子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診について、基準年齢に該当する方の
検診自己負担が無料となる「がん検診無料クーポン」（以下「クーポン」）と「検診手帳」を対象となる
方に郵送しました。（５月末）　
　この機会に「クーポン」を利用して受診しましょう。　クーポン券が届いていない方はご連絡ください。
◆幕別町からの「クーポン」発行対象者
　平成24年４月20日現在、幕別町に住民登録がある下記の表に該当する方。

対象年齢（平成24年４月1日現在）/生年月日 子宮頸がん 乳がん 大腸がん
20歳 平成３年４月２日から４年４月１日 ○ × ×
25歳 昭和61年４月２日から62年４月１日 ○ × ×
30歳 昭和56年４月２日から57年４月１日 ○ × ×
35歳 昭和51年４月２日から52年４月１日 ○ × ×
40歳 昭和46年４月２日から47年４月１日 ○ ○ ○
45歳 昭和41年４月２日から42年４月１日 × ○ ○
50歳 昭和36年４月２日から37年４月１日 × ○ ○
55歳 昭和31年４月２日から32年４月１日 × ○ ○
60歳 昭和26年４月２日から27年４月１日 × ○ ○

◆転入された方　平成24年４月21日以降に幕別町に転入された方は、前住所で発行されたクーポンと引
き換えに、幕別町のクーポンを発行しますのでご連絡ください。

◆「クーポン」を紛失された方　紛失された場合は再発行します。
◆受診の方法　「クーポン」に同封のご案内や受診方法のリーフレットをご覧ください。
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■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）

※年齢、性別によって配
布されるクーポンの種
類が違います。

◯：無料クーポン（子宮
頸がん、乳がんは女性
のみ）

小学６年生の２種混合（ジフテリア・破傷
風）ワクチン接種

　未接種者を対象に、再度実施します。今年度、
最後の実施となります。希望の方は申し込みくだ
さい。
◆場所・日程
・札内福祉センター　８月１日◯水水　
・保健福祉センター　８月９日◯木

◆対象　２種混合ワクチンを接種したことのない
小学６年生

◆料金　無料
◆受付　午後１時～１時30分
◆持ち物　本年３月に送付した「ジフテリア・破
傷風予防接種予診票」、体温計、母子手帳。

※予診票は、当日会場にも用意してあります。
◆申込期限　７月25日◯水水

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

　お済みでない方は、早めの接種をお勧めします。
ぜひ、ご検討ください。（中学１年生・高校３年生は、
平成20年度～平成24年度までが定期接種です。）
◆接種期間　平成24年４月１日～平成25年３月31日
◆接種場所　おち小児科医院・景山医院・柏木内科
医院・勝山医院・木村医院・札内北クリニック・さ
つない耳鼻咽喉科・緑町クリニック・忠類診療所

◆対象者
・第２期　年長児（平成18年４月２日～平成19年
４月１日生）

・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）

・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）

◆料金　無料
◆持ち物
・第２期対象者　母子健康手帳（第２期対象の予
診票は、当日病院にて記入します。）

・第３・４期対象者　母子健康手帳、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）」

　※転入により、第３期・第４期対象の予診票が
手元にない方は問い合わせください。

◆申し込み先　各医療機関に直接連絡してください。
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場所：途別墓地付近
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■問い合わせ先　　　町民課国保医療係（℡【幕】54-6602）

医療費の助成制度について

　町では健康の保持と福祉の増進を目的として、医療費（自己負担額）の全部または一部の助成を行っ
ています。
　各制度の対象要件のいずれかに該当し、かつ該当する本人と該当者の生計を主として維持している方
の前年（平成 23 年）の所得が一定未満（下表参照）の方が制度の対象となります。

重度心身障害者医療費
◇身体障害者手帳の１級、２級
または３級（内部障害の方）
の交付を受けている方。

◇療育手帳のＡ判定を受けてい
る方、医師から重度の知的障
害と判定された方。

◇精神障害者保健福祉手帳の１
級の交付を受けている方。

※65歳以上75歳未満の方は、後
期高齢者医療制度に加入しな
ければ制度の対象とはなりま
せん。
扶養親族の数 所得額
０人 6,287,000円
１人 6,536,000円
２人以上 以下213,000円

ずつ加算

ひとり親家庭等医療費
◇配偶者のいない母や父で、18歳以下（18
歳到達後の最初の３月31日までの方）
の子を扶養、監護している方、または
18歳以上20歳未満の子を扶養している
方。

◇ひとり親家庭の母や父に扶養、監護さ
れ、または両親の死亡等により他の家
庭で扶養されている18歳以下（18歳到
達後の最初の３月31日までの方）の
方、もしくはひとり親家庭の母や父に
扶養、または両親の死亡等により他の
家庭で扶養されている18歳以上20歳未
満の方。
扶養親族の数 所得額
０人 2,360,000円
１人 2,740,000円
２人以上 以下380,000円

ずつ加算

子ども医療費
　中学校就学前の方（12歳到
達後の最初の３月31日まで
の方）

扶養
親族の数

所得額

０人 6,220,000 円
１人 6,600,000 円
２人以上 以下380,000円

ずつ加算

◆助成の内容　入院や入院外
の医療費に係る自己負担額
（食事療養費標準負担額を
除く）の全額

※重度心身障害者医療費助成
制度、ひとり親家庭等医療
費助成制度と併用すること
ができます。

◆助成内容
◇３歳未満の方や市町村民税非課税世帯に属する３歳以上の方
　　医療費の自己負担額（食事療養標準負担額、生活療養標準負担額等
を除く）を助成します。ただし、初診時の一部負担金（医科580円、
歯科510円、柔整270円）は自己負担となります。

◇市町村民税課税世帯の３歳以上の方
　　医療費の１割相当額が自己負担額となりますが、月額の自己負担上
限額を設定しています。

　１カ月あたりの上限額：通院　12,000円（個人ごと）
　　　　　　　　　　　 通院と入院44,400円（世帯ごと）
※後期高齢者医療制度で、すでに自己負担額が１割の方は重度心身障害
者医療受給資格の対象外となります。

※重度心身障害者医療費助成制度の中で、精神障害者福祉手帳の１級の
交付を受けている方は、通院、柔道整復および指定訪問看護医療費に
限ります。

※ひとり親家庭等医療費助成を受けている母または父は、入院および指
定訪問看護のみ助成対象となります。

受給者証の更新について
　前年の所得により資格の
判定を行うため、提出いた
だいている同意書に基づ
て、所得等の確認をします。
該当された方に７月中に新
たな受給者証をお送りしま
す。
　なお、生計維持者が町外
にお住まいの場合など、所
得の確認が町でできない場
合は、別途更新の手続きを
お願いすることがありま
す。

※
注　
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あなたのすてきなお庭・花壇を紹介してください
ガーデニング（花壇づくり）写真展

　毎年秋に、町内４会場でガーデニング写真展を開催しており、今
年も花壇の写真を募集します。参加される方は８月末までに応募し
てください。依頼があれば事務局がお庭の撮影にお伺いします。自
薦・他薦は問いませんので、ぜひ応募ください。

問い合わせ・申込先　手づくりのまち推進委員会事務局（役場企画室　℡【幕】54-6610）

北海道ガーデニングショーバスツアー
◆日時　平成24年７月26日◯木
◆定員　12人（先着順）
◆参加料　1,000円（入場料）
※昼食は各自（会場内で食事もとれます）
◆申込期限　７月24日◯火まで
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国民健康保険高齢受給者証を更新します

　国民健康保険に加入の70歳以上の方がお持ちになっている「高齢受給者証」は７月31日に有効期限を
迎えます。新しい高齢受給者証を７月下旬にお送りしますので、８月以降に病院にかかるときは、更新
後の受給者証を窓口で提示してください。
　なお、医療制度の改正により、70歳以上で１割負担の方は平成24年４月から２割負担になる予定でし
たが、この見直しが１年間凍結され、平成25年3月31日までは引き続き１割負担となります。
◆更新対象者　幕別町国民健康保険の加入者で70歳～74歳の方（昭和12年８月２日～昭和17年７月１日
生まれの方）

　なお、昭和17年７月２日～昭和17年８月１日生まれの方は、８月１日から新たに高齢受給者となりま
すので、更新対象者と同様に７月下旬に高齢受給者証をお送りします。

■問い合わせ先　　　町民課国保医療係（℡【幕】54-6602）

入院や高額な外来診療を受ける際には、国民健康保険『限度額適用認定証』『限度額適用・
標準負担額減額認定証』の申請手続きを忘れずに

　国民健康保険に加入されている方のうち、70歳未満の方と、70歳以上で市町村民税非課税世帯の方は、
申請により『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けることができます。
　この認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療費の支払いが、下記の自己負担限度額までとなりま
す。
　また、市町村民税非課税世帯の方は、入院の際の食事代が減額となります。
◆認定証の申請をするには
【申請に必要なもの】
・被保険者証
・高齢受給者証（70歳以上の方）
・平成24年1月2日以降に幕別町に転入した方は、前住所地の所得課税証明書
・過去1年以内入院日数が90日を超える場合は、その期間がわかる書類（領収書など）
◆申請場所　役場町民課　忠類総合支所地域振興課　札内支所の各窓口
◆認定証の有効期限　認定証は毎年８月から翌年７月までの1年間有効です。期限が平成24年７月31日
までとなっている認定証をお持ちの方で、引き続き必要な場合は、更新の申請をしてください。

◆これから申請される方　認定証は申請した月の１日から適用されますので、入院の予定がある方（入
院中の方）および高額な外来診療を受けられる方は、早めに手続きをしてください。

◆医療費の自己負担限度額と入院時の１食あたりの食事代

年齢 区分※1
自己負担限度額（月額）

入院時の食事代
１～３回目まで ４回目以降※２

70歳
未満

上位所得者 150,000円＋(医療費－500,000円)×１％ 83,400円
260円

一般  80,100円＋(医療費－267,000円)×１％ 44,400円

非課税世帯  35,400円 24,600円 210円
(160円)※３

70歳
以上

現役並所得者 この区分の方
は、認定証な
しで限度額が
適用されます。

 80,100円＋(医療費－267,000円)×１％ 44,400円
260円

一般  44,400円

非課税世帯
低所得Ⅱ  24,600円 260円

(160円)※３

低所得Ⅰ  15,000円 100円

※１　世帯の所得や課税状況、世帯の構成等により区分を判定します。詳しくはお問い合せください。

（毎年８月から判定の対象となる所得の年度が変わります。）

※２　過去12カ月間に同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった場合の４回目以降の限度額です。

※３　過去12カ月間に入院日数が90日以上ある場合の91日目以降の食事代です。
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後期高齢者医療制度のお知らせ（減額認定証、医療費通知の発行について）

◆減額認定証が新しくなります（限度額適用・標準負担額減額認定証）
　　現在の減額認定証の有効期限が平成24年７月31日をもって満了となるため、８月以降は使用できな
くなります。

　　引き続き、下記の交付対象に該当する方には、７月中に新しい減額認定証を交付しますので、８月
以降に病院にかかるときは、更新後の減額認定証を窓口で提示してください。

　　減額認定証の交付対象となるのは、次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方です。

区分Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ

・世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

・世帯全員の所得が０円の方（公的年金収入のみの場合、その受給額が８０万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方

◆医療費通知の発行を希望される方　医療機関にお支払いした医療費の額などについて、半年ごとにま
とめた、医療費通知を送付しています。次回の発行は、９月（平成24年１月～６月の医療費を対象）
に行います。

◆新たに発行を希望される方　新たに発行を希望される方は、北海道後期高齢者医療広域連合または町
民課高齢者医療係へご連絡ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。

○すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方は、継続して発行しますので、再度の連絡は必要あ
りません。

○この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。
○受診年月、診療を受けた医療機関名、診療区分、日数、医療費の総額（10割の金額）を記載しています。
※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。
◆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）

８月の健康講座

◆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 幕別町民プール

転倒しない体づくり 13:30～ ●月月 6・13・20・27日 ●火火 7・14・21・28日

enjoy!イキイキサーキット 19:30～
●火火 14・28日 ●月月 6・13・20日

●木木 2・9・23・30日 ●金 3・17・31日

はじめてエアロビクス
14:00～ ●金 31日 ●水水 29日

19:30～ ●火火 7日 ●金 10日・　●月月27日

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ ●水水 15日

19:30～ ●木木 16日 ●金 24日

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ●金 3・10・24日 ●水水 1・8・22日

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～
 

●木木 2・9・16・23・30日

はじめてＡ
ア ク ア

ＱＵＡ
15:30～

 

●金 17日

19:00～
 

●木木 2日

シェイプアップＡ
ア ク ア

ＱＵＡ
15:30～

 

●月月 6日・●木木23日

19:00～
 

●火火 21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）・札内スポセントレーニング室　　　　（℡【幕】56-1044）
・幕別トレセン　　 　　（℡【幕】54-2106）・忠類体育館  （℡【忠】８-2201/コミセン内・生涯学習係）

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。

※
注　
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教育委員会プール監視員（高校生）募集

業務内容 遊泳者の安全監視業務
募集人数 ４人
応募条件 普通救命講習を受講済みの方
勤務場所 ・幕別プール（新町）

・札内東プール（札内青葉町）
・札内北プール（札内北町）
・札内南プール（札内文京町）

勤務期間 ７月26日◯木～８月19日◯日

勤務時間 ・午前10時～正午
・午後１時～５時（１日６時間）

賃金 720円（時給）

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
◆申込期限　７月13日◯金

◆提出先　教育委員会社会体育係、札内支所
◆面接日時　申込期限後、申込者に、面接日時を
お知らせします。

◆問い合わせ先
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

平成25年度十勝町村職員採用資格試験

　平成25年度採用予定の十勝町村職員採用資格試
験が行われます。
◆試験日　９月29日◯土

◆場所　とかち館（旧寿御苑　帯広市西７条南６丁目２）
◆受験資格
①初級試験（高校卒業程度）
　平成３年４月２日～平成７年４月１日生まれの方
②上級試験（大学卒業程度）
　昭和57年４月２日～平成３年４月１日生まれの方
◆試験方法　
　初級／教養、作文　　上級／教養、論文
◆合格から採用まで　採用資格試験合格者は、採

用資格候補者名簿に登録され、採用予定町村の
面接試験等で採否を決定します。

◆受験手続　申込書は十勝町村会（十勝総合振興
局内）か総務課に請求してください。郵送によ
り申込書請求を希望される方は、お問い合わせ
ください。

◆申込期間　７月２日◯月～８月１日◯水水（消印有効）
◆問い合わせ先　
　十勝町村会事務局（℡0155-23-6204）
　幕別町役場総務課総務係（℡【幕】54-6608）

産休代替職員の募集

業務内容 家庭訪問、保健指導などの保健師業務
募集人数 １人
応募資格 保健師資格を有する方
勤務場所 忠類ふれあいセンター福寿
勤 務 日 月曜から金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額　8,920円
雇用期間 平成24年10月２日◯火～

平成25年３月31日◯日
◆提出書類　履歴書(写真添付）・保健師免許の写し
◆提出期限　７月13日◯金

◆面接日時　７月17日◯火

◆問い合わせ先　保健福祉課保健予防係（忠類ふ
れあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）

幕別町交通安全推進員募集

業務内容 交通安全啓発、交通安全指導など
募集人数 １人
応募条件 普通自動車免許を有する、満64歳（平

成24年９月１日現在）までの方。
勤務場所 役場民生部町民課
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時15分
賃金 月額17万2，200円
雇用期間 平成24年９月１日～平成25年３月31日

◆提出書類　履歴書１通（写真添付）
◆申込期限　７月20日◯金

◆申込先　町民課交通防災係、札内支所（申込先
に履歴書有り）

◆面接日時　７月23日◯月

◆問い合わせ先
　町民課交通防災係（℡【幕】54‐6601）

子ども記者を募集します

　「広報まくべつ」では町民に親しまれる町民
参加型の広報紙作りの一環として、子ども記者
を募集します。７月に開催されるプロ野球イー
スタンリーグ公式戦、日本ハムファーターズ対
楽天イーグルスの試合を、町の広報担当者と一
緒に取材をしませんか。取材した内容は、広報
９月号に掲載します。詳しくはお問い合わせく
ださい。

◆取材日　７月28日◯土午前10時から試合終了まで
◆場所　運動公園野球場
◆対象　町内の小学５年生以上中学生まで
◆募集人数　６人
◆申込期間　７月24日◯火まで　
◆申込方法　電話でお申し込みください。
◆問い合わせ先
　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）
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公営住宅の入居者募集

◆定期募集する住宅

募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
①町営旭町西（2-205） １ ２ ２LDK H14 有

リース

20,400円～40,100円
②町営あかしや南（5-201） １

２

３DK S55

リース

16,500円～32,400円
③町営あかしや南（5-202） １ 16,400円～32,200円
④町営あかしや南（5-301） １

３
16,500円～32,400円

⑤町営あかしや南（5-302） １ 16,400円～32,200円
⑥町営あかしや南（5-402、403） ２

４
16,500円～32,400円

⑦町営あかしや南（5-404） １ 16,600円～32,700円
⑧町営あかしや南（6-101） １

１
３LDK S56

17,200円～33,800円
⑨町営あかしや南（6-102、103） ２ 17,100円～33,600円
⑩町営あかしや南（6-202） １ ２ 17,100円～33,600円
⑪町営あかしや南（6-301） １ ３ 17,200円～33,800円

※⑥と⑨の住宅を応募される方で抽選会を欠席される方は、住宅係の方で部屋を指定させていただきま
すので、あらかじめご了承ください。

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります）
随時募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃

町営新緑町西 （１-17） １ １ ３LDK S54 入居者負担 10,900 円～ 20,900 円

◆定期募集期間　７月９日◯月～13日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　７月23日◯　月 午後２時（午後１時30分より受付）　百年記念ホール講堂
※当日欠席の場合は、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。
◆入居説明会　７月31日◯火　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※８月１日◯水水から８月７日◯火までに入居願います。
◆入居資格等 入居資格、申し込み方法など詳しいことはお問い合わせください。
※平成24年５月の公募に申し込まれた方については、添付書類を省略できる場合があります。
◆申込先　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所

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 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
緑町 22- ５
耐火３階建て １-201 ２ １DK Ｈ７ 有 オール電化（蓄熱式電気暖房、電気温水水器、

電気調理器） 30,200 円

緑町 22- ５
耐火３階建て ２-106 １ １DK Ｈ９ 有 オール電化（蓄熱式電気暖房、電気温水水器、

電気調理器） 33,300 円

◆定期募集期間　７月９日◯月～13日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　７月23日◯ 月 午前10時 幕別町役場４階会議室
※当日欠席の場合は、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。
◆入居説明会
　７月31日◯火 午前10時～ 幕別町役場４階会議室　※８月１日◯水水から８月14日◯火までに入居願います。
◆提出書類等　入居資格、申し込み方法など詳しいことはお問い合わせください。
◆申込先　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所

■問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54－6623）

■問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54－6623）

公営住宅料減免申請の
　夜間受付を行います

　著しく収入が低い方、病気や失業などの特別な事情がある方で、住宅料減免を希望される方の夜間受
け付けを行います。
◆日時　７月11日◯水水、18日◯水水、25日◯水水　午後５時30分から午後８時まで
◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所２階経済建設課、札内支所
◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの（給与証明書、年金振込通知書など）必要な書類など詳
しいことはお問い合わせください。

■問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）
　　　　　　　　忠類総合支所経済建設課建設管理係（℡【忠】8-2111）

※
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催し（スポーツ・講座）

第36回全幕別男子ソフトボール選手権大会

◆日時　８月20日◯月～９月21日◯木

◆試合開始　　第１試合　午後７時30分～
　　　　　　　第２試合　午後８時40分～
　　　　　　　※選手は10分前に集合
◆場所　運動公園町営ソフトボール球場
◆参加資格　町内の職場・同好会・地域（公区）な

どで編成されたチーム。
※小・中学生、高校生は参加できません。
※登録した選手以外は出場できません。
◆参加料　１チーム　6,000円（申込時）
◆監督会議　７月27日◯金　午後７時～
　町民会館２階第２会議室
◆申込受付　監督会議で受け付けます。
◆問い合わせ　ソフトボール協会事務局　関根
（℡【幕】54-3064・090-1644-9974）

第10回幕別町テニポン交流大会

◆日時　７月17日◯火

・受　付　　午前９時
・開会式　　午前９時10分
・試合開始　午前９時30分
・閉会式　　午前11時30分予定
◆場所　札内スポーツセンター
◆競技種目　ダブルス、一般の部（男女）、２部（初

心者・シニア男女）
※組み合せは、当日会場にて抽選を行います。
◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　７月５日◯木　
◆問い合わせ・申込先　テニポン協会事務局・佐野
　（℡・FAX(幕】56-4792）

夏山登山『大雪高原沼めぐり』

　高原沼に映る青（濃緑）の世界と梅花藻（バイ
カモ）の花を堪能しませんか。
◆日時　７月15日◯日

・午前５時　　　町民会館前発
・午前５時15分　札内福祉センター前発
　※10分前に集合してください　
　※雨天決行(現地で判断します)
◆場所　高原沼沼めぐり（10数個の特徴ある沼に

出会えます。）
◆対象　町内在住の小学生以上の方（小学生は保
護者同伴）

◆参加料　2,500円（バス代・保険料など）
◆定員　25人（定員になり次第締め切り）
◆申込期限　７月11日◯水水

◆問い合わせ・申込先　幕別ハイマート山遊会
・鈴木勝利（℡・FAX【幕】56-6757）
・木村徳男（℡・FAX【幕】54-3721）

健康づくり夏講座　夏のダイエット教室

　トレーニング指導員・保健師・栄養士が、頑張る
あなたをサポートします。
◆日時・会場

１
回
目

日時 ７月９日◯月午前９時 30 分～正午

会場 札内スポーツセンター武道場

２
回
目

日時 ７月 13 日◯金午前９時 30 分～午後１時

会場 百年記念ホール調理室　和室２

３
回
目

日時 ８月 29 日◯水水午前９時 30 分～正午

会場 百年記念ホール調理室　和室２

◆対象　20歳以上の町民
◆持ち物　運動しやすい服装、室内用運動靴、タ
オル、水水分補給用の飲み物。

◆内容　
◇１回目　運動講座ミニ体験など。
◇２回目　体組成計による計測、調理実習など。
◇３回目　体組成計による計測、調理実習、結果
報告、表彰など。

◆参加料　300円（調理実習代）
◆申込期日　７月６日◯金まで
◆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）

夏休み学び隊

　夏休み中、小学生を対象に退職教員がボラン
ティアとして、勉強の手助けをします。
◆日時
　８月６日◯月～10日◯金　 午前９時30分～11時30分
◆場所
　町民会館、札内福祉センター、札内南コミセン
　札内北コミセン
※８月９日◯木は、施設見学予定
◆募集人数　各会場20人
　（定員になり次第、締め切り）
◆対象　町内の小学４～６年生
◆参加料　420円（保険料）
※初日に会場で納入ください。
◆申込期限　７月19日◯木

◆協力　学び隊ボランティア
◆問い合わせ先・申込先
　教育委員会社会教育係（℡【幕】54―2006）
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新規高卒者の
早期求人申し込みをお願いします

　地元就職を希望する、高卒者の採用にご理
解とご協力を
◆問い合わせ先
　ハローワーク帯広職業相談第２部
　（℡ 0155-23-8296）



催し（講座・イベント）

第17回ひまわりまつり

　本年も盛大に行われます。
　皆様のお越しをお待ちしています。
◆日時　７月８日◯日午前11時～午後２時
　（雨天中止・小雨決行）
◆場所
　ひまわりの家　前広場（白人小学校北川駐車場）
◆催し物
①売店（飲み物・かき氷・カレーライス・焼きそば・
焼き鳥串・野菜等）

※ごみ等の持ち帰りをお願いします。
②管内福祉サービス事業所作品展示販売
③ビンゴ大会　豪華景品あり

④革グッズづくり体験コーナーも有ります。（人
数限定）

◆特別出演（余興）
・札内東中学校吹奏楽
・田舎のマジシャンマジックショー
・ひまわりの家の利用者による手話合唱
◆問い合わせ先　社会福祉人ひまわり　ひまわり
の家（℡【幕】56-6630）

■問い合わせ・申込先　　　百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

染め物に挑戦！
夏休みチャレンジ講座（草木染め） 

◆日時　７月25日◯水水　午前10時～正午 
◆場所　幕別町百年記念ホール　絵画室 
◆講師　吉秋保子さん（やむわっか先生）
◆対象　小学生12人（応募者多数の場合抽選)
　　　※一般も可
◆受講料　小学生200円　一般500円
◆材料費　200円（染める物はハンカチ・エコバッ
グなどから選べます）

◆持ち物　エプロン、バンダナ、フキンなど
◆申込期限　７月18日◯水水

君もそば打ち職人になれるかも？
夏休みチャレンジ講座（そば打ち体験） 

◆日時　７月30日◯月　午前10時～正午 
◆場所　幕別町百年記念ホール　調理実習室 
◆講師　長屋忠弘さん（やむわっか先生）
◆対象　小学生12人（応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　小学生200円　◆材料費　300円
◆持ち物　エプロン、バンダナ、フキンなど
◆申込期限　７月23日◯月

盆踊りで太鼓を披露しよう！
夏休みチャレンジ講座（太鼓の達人になろう！） 

◆日時　８月１日◯水水、３日◯金　午後１時～４時 
◆場所　幕別町百年記念ホール　音楽実習室 
◆講師　幕別文化倶楽部　豊穣太鼓の皆さん
◆対象　小学生12人（応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　なし
◆持ち物　汗ふきタオル、水水分補給用飲み物など
◆その他　８月５日の盆踊りで太鼓を披露（希望者）
◆申込期限　７月25日◯水水

アイデア次第ですごい作品が出来ちゃうよ！
夏休みチャレンジ講座（動く木工作品作り） 

◆日時　８月４日◯土　午後１時～４時 
◆場所　幕別町百年記念ホール　木工芸室 
◆講師　おもちゃの病院　スタッフさん
◆対象　小学生15人（応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　小学生200円　
◆材料費　300円
◆持ち物　特になし、汚れても良い服装
◆申込期限　７月28日◯土

気軽におでかけ講座
ダッチオーブンでアウトドアクッキング！ 

◆日程　７月28日◯土　 
◆場所　「遊び小屋コニファー」清水水町旭山
◆講師　加藤聖さん（「遊び小屋コニファー代表」）
◆対象　小学生以上20人※学生のみでの参加不可
◆参加料　一般500円　小中高生200円
※受講料・バス代含みます。
◆材料代　1,000円（パン、グリルチキン、ベー
コン等の材料）

◆申込期限　７月21日◯土

　
　（タイムスケジュール）
　９：00　町民会館前　発
　９：20　幕別町百年記念ホール前　発
　10：00  コニファー　着
　　　　（アウトドアクッキング体験）
　15：00  コニファー　発
　15：40　幕別町百年記念ホール　着
　16：00　町民会館前　着
　※時間が多少変更になる場合があります。
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　保育所の園児や中学校生、高校生のパフォーマ
ンス、大抽選会や花火大会など、内容盛りだくさ
ん！ぜひ、ご来場ください。

　丸太早切り選手権や江陵高校生徒に
よる行燈行列など、内容盛りだくさ
ん！ぜひ、ご来場ください。

日時　７月７日◯土　午後２時～
場所　札内中央公園

●プ●ロ●グ●ラ●       　　              ム                       

13:00 ◯会場オープン :《商工会青年部売店、　
　　　　観光物産協会会員個店、幕別和牛試食販
　　　　売、ビールパーティ・フリーマーケット》
 ◯アトラクション :《プレート落とし・
　　　　フリスビーアウト・マジックバルーン（先
　　　　着 400 名）》
　　　 ◯セレモニー :こども豊穣太鼓
13:15 幕別高校仮装パフォーマンス
14:10 中央保育所園児による踊り
14:25 幕別中学校吹奏楽部演奏
15:05 TWIRL TEAM ONE（バトン）
15:30 MIKA BATON CLUB( バトン )
15:55 Ｊショックステージ
16:25 まくべつなつかし運動会 2012
　　　　（当日、参加者募集　２人１組）
17:40 豊穣太鼓の演奏
18:00 豪華商品が当たる大抽選会（抽選券は前
　　　 売券・当日券のチケットについています）
20:00 打ち上げ花火大会

※アトラクション参加は有料です。
（小・中学生100円、高校生以上200円）
※アトラクション、ゲーム等の時間帯
は多少ずれることがあります。

※雨天の場合、翌日に順延です。（ア
トラクション・ゲームの一部は中止
になります。）

※来場者の安全確保と衛生管理のた
め、ペットを連れてのご入場はお断
りします。ご理解とご協力をお願い
します。

主催/第15回まくべつ夏フェスタ2012実行委員会
共催/幕別町商工会青年部・十勝毎日新聞社
　　 FM-JAGA・幕別町
主管/幕別町観光物産協会

問い合わせ先　役場商工観光課（℡【幕】54-6606）
　※土日・当日は、幕別町役場（℡【幕】54-2111）

幕別跨線橋

野球場

国道38号線
←帯広 止若橋

釧路→幕別町役場

ソフト
ボール球場

堤
防

猿
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ビール３杯（またはペットボトルジュース６本）、
抽選券付きで前売り 1,000 円（当日 1,200 円）

共通チケット

●プ●ロ●グ●ラ●                     ム                     

14:00　吹奏楽演奏（札内東中学校）
　　　 バトン（札内バトントワラーズ）
　　　 チアリーディング（リリーズ）
　　　 バトン（トワールチーム・ワン）
16:05　セレモニー
16:30　サマーカーニバル‘2012 丸太早切り
　　　 選手権・アメ玉選手権
18:00　ビアガーデン抽選会
18:30　歌謡ライブ（中村愛美）
19:00　江陵高校パフォーマンス・行燈表彰
20:00　ビアガーデン抽選会
20:30　終了（予定）

※来場者の安全確保と衛生管理のた
め、ペットを連れてのご入場はお断
りします。ご理解とご協力をお願い
します。

※飲食などのごみは、お持ち帰りとな
ります。ご協力ください。

問い合わせ先　幕別町商工会札内支所（℡【幕】56-2709）

3000
発の花火

国道38号線

＆チャリティービールパーティー

日時　７月15日◯日　午後１時～
場所　幕別運動公園多目的広場

＆チャリティービールパーティー

＆チャリティービールパーティー
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※運動公園内での焼肉は禁止されてい
ます。

※飲食などのごみは、お持ち帰りとな
ります。ご協力ください。
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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

　百年記念ホールを練習拠点に活動する「帯吹」
登場！
　美空ひばりメドレーからＡＫＢメドレーまで、
たっぷりとお楽しみください。

出演：帯広吹奏楽団

◇開演　午後３時
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　入場無料

　今年も飲んで食べて
踊って当たる　百年記念
ホールの盆踊りに集合！

17：30～子ども盆踊り
18：00～仮装、一般盆踊り
　　　（当日出場ＯＫ）屋台村あり
19：00～豪華大抽選会！

◇場所　百年記念ホール前　広場

　7/8 のホールは一日ウルトラマン
の日！ライブショーの他ウルトラ
ヒーローとの握手撮影会、限定グッ
ズ販売、写真パネル展、プレイスペー
スなど楽しさ満載です。家族お揃い
でおこしください。

◇開演　①午前11時～　②午後２時半～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席指定2,500円

　十勝を拠点に活躍するマリ
ンバ奏者　野田美佳さんの軽
やかな演奏をたっぷりとお楽
しみください。

◇開演　午後３時
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　全席自由 1,000 円（学生無料）

　「シートン動物記」の中でも、最高傑作とされ
る「狼王ロボ」を舞台化。狼たちと人間の戦いの
物語を、音楽の生演奏とダンサー達を交えた祝祭
的空間によって、魅力満載にお届けします。子ど
もたちと、かつて子どもだった大人たちのために。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由一般 1,500 円
　　　　　中高学生 1,000 円　小学生以下は無料

　地元十勝を代表するビッグバンド
「ちばよしお＆ノーチェ・アミー
ゴ」と水森亜土のコラボレーショ
ン、魅惑のスタンダードJAZZラテン
ナンバーを、未来劇場ダンサーズの
特別出演は必見です！

◇開演　午後６時30分～
◇場所　百年記念ホール　大ホール
◇チケット　全席自由2,500円（高校生以下無料）

　現代人の危うさを浮き彫りにする
傑作サスペンス！第 46 回紀伊國屋演
劇賞個人賞受賞の中津留章仁が送る
書き下ろし新作演劇『欺瞞と戯言』（ぎ
まんとたわごと）おススメです！

◇場所　百年記念ホール
◇チケット　Ａ席3,500円　Ｂ席2,000円
　　　　　　　7/28発売開始

　４回目を迎える今年も宮本文昭さん
をはじめ総勢17名のアーティストが参
加。メインコンサートは宮本文昭指揮
モーツァルト　アイネクライネ　ナハ
トモジーク　お楽しみに！

　詳しくは、ホームページまたは、百年記念ホー
ルへお問い合わせください。　　　　　　　　　 
◇チケット　7/13 発売開始

再び登場！兄弟大集結　決戦 10 大戦士
ウルトラマン ライブ  EX 2012

7/8
◯日日

クラシックの杜　Vol.16
『木琴と、マリンバと・・・with xylophone or marimba』

7/22
◯日日

ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ
With 水森亜土　in 幕別

8/11
◯土

十勝チロット音楽祭　2012
9/23
◯日日

燦燦 MUSIC    Vol.44
帯広吹奏楽団サマーコンサート

7/15
◯日日

百年ホールの盆踊り　今年も開催！
まくまくサマー 2012

8/5
◯日日

舞台　千年王国「狼王ロボ」
9/6
◯木

舞台　竹下景子主演！「欺瞞と戯言」
10/14
◯日日
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今月のおすすめ本

◇おはなし会

27 Makubetsu
2012.7

ちるどらん

・７月12日◯　木 午前10時
　幕別町図書館本館

ババール　夏スペシャル

・７月21日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール講堂

あっちこっち紙芝居
・７月７日◯ 土 午前11時 
・　　21日◯ 土 午前11時
　札内分館

おはなしの小箱

・７月25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

・７月13日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

ふらっとあーと《本館》

・藤島幸雄水彩画展
　７月１日◯日～29日◯日 

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】８-2930
　（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 7/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９ 時まで

７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 31

　■休館日
　■札内分館夜間延長（午後８時まで）

図書館の情報満載。

ホームページはこちら

スワディ講座 「夏休み工作くらぶ」
日日　時　７月 29 日◯日　午前 10 時～正午
場　所　図書館本館　研修室
講　師　郷　孝男さん（おもちゃの病院代表）
対　象　小学生以上（小学１・２年生のお子
　　　さんは保護者同伴。）
定　員　10 人
申込み　各図書館でします。電話でも申し込
　　　みできます。
　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　木や布などを使って、ルームプ
　　レートを作ろう！
　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ババール　夏のおたのしみ会2012
日日　時　７月21日◯土　午前10時30分～正午
場　所　幕別町百年記念ホール　講堂
内　容
　パネルシアター「だれのおしりかな　パート３」
　大型紙芝居　　「あめふり」
　ブラックパネルシアター「おばけ ばけばけ」ほか

　図書館のホームページのなかで、ひとつのテーマを３冊で紹介
する「三冊堂」から、この本をピックアップ！
「大江戸リサイクル事情」　石川英輔：著/講談社/1997.10

　リサイクルの原点は江戸時代にある！どんなも
のでも直して使う、それを生業として成り立って
いる社会が江戸時代にはありました。
　こんな商売があったの・ ・ ・？と、びっくり
するような職業もあって、現代の使い捨て社会を
真っ向から批判（評）する一冊です。（S）
ワンガリ・マータイ自伝「へこたれない」
                  （ワンガリ・マータイ 小学館/2007.4） 

もったいないばあさん （真珠まりこ 講談社/2004.10）

７月の図書特別展示
　「Ｂ

ブ ッ ク

ＯＯＫ　Ｔ
ト ラ ベ ル

ＲＡＶＥＬ」
日日　時　７月１日◯日～29日◯日

場　所　全館
　エメラルドの海、アンデス山脈、一度は行ってみた
いあの場所へ、美しい写真で旅の気分を。

エントリーこれまでの 人！８５６


