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全道一斉すずらん無料法律相談のお知らせ

　北海道弁護士会連合会では、全道一斉無料法律相
談を実施します。相談は無料ですが予約が必要です
ので、ご予約の上、当日会場へお越しください。
◆日時　10月23日◯　火水 午前９時～午後５時
◆予約受付期間　10月２日◯火～22日◯　月水

　（土日・祝日を除く開庁時間）
◆場所
・幕別町民会館(幕別町本町144番地)
・札内福祉センター(札内青葉町311番地の２)
◆相談内容
　金銭・交通事故・土地建物・夫婦関係・相続など
◆相談担当者
・幕別会場水水山口耕司弁護士
・札内会場水水鈴木茂雄弁護士
◆主催　北海道弁護士会連合会
◆問い合わせ・予約先
　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

くらしのよろず無料相談会のお知らせ

　くらしのよろず相談会実行委員会では、各分野
の専門家が集まり、「一日無料相談会」を開催しま
す。相談は無料で予約も不要です。当日会場へ直接
お越しください。
◆日時　11月６日◯　火水 午前10時～午後４時
　受付締切は午後３時まで。
◆場所　とかちプラザ１階大集会室（帯広市）
◆相談内容　金銭・生命保険・土地建物・夫婦関係・
相続など

◆相談担当者　弁護士・司法書士・税理士・行政書
士など、各分野の専門家が相談をお受けします。

◆主催　くらしのよろず相談会実行委員会
◆問い合わせ先　くらしのよろず相談会実行委員
会（帯広商工会議所内・℡0155-25-7121）

10月の人権相談

【幕別地域】
◆日程　10月18日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　町民会館
◆担当　前川満博さん、桐山武博さん
【忠類地域】
◆日程　10月18日◯木　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆担当　三島まゆみさん、赤石裕元さん
◆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）

◆行政相談委員制度とは　国の仕事に対する苦
情や意見・要望などの相談を受け付け、解決の
促進を図ることを目的に、昭和36年に創設さ
れ、現在、全国で約5,000人の方が、行政相談委
員として活動しています。

　　行政相談委員は、総務大臣から委嘱された
民間の有識者による無報酬のボランティアで
す。

◆活動内容　行政相談委員は、年金や福祉、医療
保険、交通安全、道路などの国の仕事に関する
相談や苦情、要望などを受け付け、それらが改
善されるよう、総務省行政評価局に報告し、関
係行政機関に通知しています。

　　本町では、町民会館、札内福祉センターで特
設人権相談と一緒に行政相談を行っていま
す。国道歩道の縁石の段差を解消して欲しい、
公共施設をもっと利用しやすくして欲しいな
どの相談を公平・中立の立場で受け付けます。

　　気軽に相談してください。

行政相談員制度ご存知ですか？

澤口猪吉（忠類栄町）

（℡【忠】８-2370）

松本茂敏（新町）

（℡【幕】54-5267）

【幕別地区担当】 【忠類地区担当】

10 月の行政相談
【幕別地域】
◆日時　10月18日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　町民会館
◆行政相談員　松本茂敏さん
【忠類地域】
◆日時　10月18日◯木　午後１時～午後４時
◆場所　忠類総合支所２階小会議室
◆行政相談員　澤口猪吉さん

北海道最低賃金
　北海道内で事業を営む使用者およびその事業場
で働くすべての労働者（臨時、パート、アルバイト
等を含む）に適用される北海道最低賃金（地域別）
が次のとおり改定されます。

　　最水低水賃水金水額水水時間額水７１９水円
　　効力発生年月日　平成24年10月18日

厚生労働省北海道労働局水労働基準監督署（支所）



お知らせ
　

13 Makubetsu
2012.10

舗装工事に伴う交通規制について

　札内北大通の舗装工事に伴い、工事期間中片側
交互通行となります。ご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。
◆工事名　札内北大通舗装整備工事
◆規制期間　10月下旬～11月上旬まで（予定）
◆問い合わせ先　土木課土木係(℡【幕】54‐6622)

札内北大通
片側交互通行

幕別幼稚園

札内北保育所

国道38号線

働く婦人の家

至 帯広

企業経営支援セミナーの開催

　季節労働者を雇用する事業所などを対象に、企
業経営セミナーを開催します。セミナー終了後は、
事業・労務関係・雇用保険関係の個別相談会も行い
ます。
◆日時・場所・内容

日時・場所 内容

10月10日◯水水
午後１時30分～水

（幕別町）
百年記念ホール

「従業員の働きやすい環境
づくりに向けて」
『叱る文化』から『ほめる
文化』へ

10月29日◯月
午後１時30分～水

（清水水町）
ハーモニープラザ

「上手な自己主張とは」
『アサーティブ・コミュニ
ケーションの勧め』

◆講師　中小企業診断士・シニア産業カウンセ
ラー　石田邦雄水氏

◆定員　50人（参加無料）
◆問い合わせ先　十勝北西部通年雇用促進協議会
（音更町役場内・℡0155-42-5411）
・フリーダイヤル　0120-980-454
・Eメール　hokuseibu@movie.ocn.ne.jp

母子家庭等就業・自立支援センターはひと
り親家庭を応援します

　ひとり親家庭のお母さん、お父さんの悩みや不
安ごとの相談、求職活動や資格取得を応援してい
ます。
　また、養育費の取り決めや離婚前後の問題など
について、弁護士による専門相談も行っています
ので、ご利用ください。
◆無料法律相談会　
・日時　10月19日◯金、11月９日◯金

　　　　午後１時～午後３時
・会場　帯広市グリーンプラザ
・定員　各日４人（１人30分）
・申込期日　開催日の１週間前まで
◆問い合わせ・申込先
　社会福祉法人帯広市社会福祉協議会　母子家庭
等就業・自立支援センター（帯広市公園東町・帯
広市グリーンプラザ２階）

　（℡0155-20-7751・FAX0155-20-7752）

プレミアム付き商品券を発行します

　幕別町商工会では、消費の拡大による地域経済
の活性化を図ることを目的に「プレミアム付き商
品券」を販売します。
◆販売額　１セット１万円
　（1,000円券12枚綴りで１万2,000円分の商品券）
◆購入限度　一人あたり５万円（５セット）まで
◆販売開始日　10月28日◯日午前10時～午後３時
（29日◯月以降は、午前10時～午後５時）
※初日完売の場合、29日以降の販売はありません。
◆販売場所　幕別パークプラザ・商工会札内支所・
商工会忠類支所

◆利用期間
　平成24年10月28日◯日～平成25年２月28日◯木

◆問い合わせ先
・幕別商工会　（℡【幕】54-2703）
・商工会札内支所（℡【幕】56-2709）
・商工会忠類支所　（℡【忠】８-2141）

教育委員会事務事業評価の公開

　教育委員会では、効果的な教育行政の推進を図
るため、平成23年度の教育委員会の事務事業につ
いて点検、評価を行い、公表しています。
◆公表場所　教育委員会、忠類総合支所生涯学習
係、役場１階、札内支所、糠内出張所、図書館

※報告書は、町ホームページでも公開します。
◆公表期間　　10月１日◯月～31日◯水水

※閉庁日、閉館日を除きます。
◆問い合わせ先
　教育委員会学校教育課（℡【幕】54-2006）
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古くなった消火器を回収します

　家庭や事業所に備え付けの古くなった消火器
を、回収処分します。
◆回収日時　10月20日◯土　午前10時～正午
◆回収場所　幕別消防署札内支署　駐車場
◆処分料　１本1,000円～（大きさにより金額が変
わります。）

◆主催　北海道消防設備協会帯広支部
※前日、または当日の時間前、時間後の回収時間以
外での引き取りは消防署では一切できませんの
でご了承ください。

消防団訓練時間の変更

　幕別消防団第３分団糠内部の月例の訓練時間が
次のとおり変わりました。これに伴い、サイレンを
鳴らす時間を変更します。
◆訓練日時　毎月15日　通年午後８時
　※従前は11月～３月　午後７時
◆問い合わせ先
・幕別消防署消防係（℡【幕】54-2434）

秋の全道火災予防運動

10月15日◯月～31日◯水

消すまでは 出ない行かない 離れない
（平成24年度全国統一防火標語）

　自宅で暖房器具を使用する季節が近づいてきま
した。各家庭で防火の備えと点検を行い、火災を未
然に防ぎましょう。
◆住宅防火の７つのポイント
【３つの習慣】
・寝たばこはしない。
・ストーブ等の暖房器具前に燃えやすいものは置
かない。

・火の元から離れるときは、必ず火を消す。
【４つの対策】
・逃げ遅れを防ぐため住宅用火災警報器を設置す
る。

・寝具、衣類、カーテン等は防炎製品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器

を設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために公区
や地域内で協力体制を作る。

住宅用火災警報器
設置はお済ですか？点検は？

○全ての住宅に「住宅用火災警報器」を設置する必
要があります。

○「住宅用火災警報器」はホコリが付くと火災を感
知しにくくなります。半年に１回は掃除機等で
ホコリを取り、定期的に作動点検を行いましょ
う。

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は、次
の日程で夜間受け付けしますので、ご利用くださ
い。
◆日時　10月17日◯水水、24日◯水水、31日◯水水

　　　　午後５時30分～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
与明細書、年金振込通知書など）

※必要な書類など、詳しく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）

◆問い合わせ先
・幕別消防署消防課予防係　（℡【幕】54-2434）
・幕別消防署札内支署予防係（℡【幕】54-2419）
・幕別消防署忠類支署予防係（℡【忠】８-2250）

消防署からのお知らせ

土地の適正な管理をお願いします

　私有地の管理に関する苦情が町に寄せられます
が、各所有者の責任において適正に管理をお願い
します。近隣トラブル等の防止のため、次の点に留
意してください。
・庭木や草花等が隣地との境界を越えないよう管
理しましょう。

・庭木の剪定、草刈等の管理を定期的に行いま
しょう。

・刈り取った草、剪定した枝等は、「燃える（燃やせ
る）ごみ袋」、または「庭木の枝処理券」により「燃
える（燃やせる）ごみ」の日に排出しましょう。剪
定した枝、刈り取った草等は、適正に処理しま
しょう。

・野焼きは禁止されていますので、絶対にしない
でください。

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
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赤い羽共同募金

　赤い羽共同募金は、高
齢者、障がい者、子ども
たちへの、地域の福祉活
動を支援する募金です。
　災害時には、「災害ボ
ランティアセンター」の
設置や運営など、被災地
支援にも役立っていま
す。赤い羽根共同募金へのご協力をお待ちして
います。
　ホームページで赤い羽根共同募金の内容がわ
かります。www.akaihane-hokkaido.jp

教育委員会
学校給食センター調理員の募集

◆募集職種および人数
　幕別学校給食センター調理員（１名）
◆必要資格　調理師免許取得者または調理業務経
験者、通勤可能な方（自動車で通勤される方は、
普通自動車免許取得者）

◆雇用期間　平成24年11月1日から平成25年3月31
日まで（予定）

◆雇用条件
①賃金　980円（時給）
②勤務時間　午前8時15分～午後3時45分
③その他の勤務条件等は「幕別町臨時職員のうち
日額賃金を支給する者の取扱基準」によります。

◆申込期限　10月15日◯月まで
◆面接日時　後日連絡します。
※詳細は、応募者に直接ご案内します。
◆提出先　幕別学校給食センター、札内支所、糠内
出張所　※申込書は、提出先にあります。

◆問い合わせ先
　幕別学校給食センター（℡（幕）54-2125）

東日本大震災義援金の受付について

　９月10日現在、窓口にお寄せいただいた義援金
は、総額15,133,199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。
　日本赤十字社幕別分区では、義援金の受付を平
成25年３月29日まで延長いたします。
◆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、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「日本赤十字社水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・℡【幕】54-3811

ペレットストーブ導入補助金

　ペレットストーブ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
居の家族が町税の滞納をしていないこと。（その
他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　２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）

◆申請受付期間　10月１日◯月～11月30日◯金

※申請書類は申請先にあります。
※補助件数に達し次第終了します。
◆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）

住宅用太陽光発電システム導入補助金
（追加募集）

　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　
①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
の家族に町税の滞納がないこと。

②補助金交付決定後に着工し、来年２月末日まで
に設置を完了できる方。（平成24年５月12日から
９月30日までに着工・設置済みの方もご相談く
ださい。）

◆対象　未使用のもの（中古品は対象外）
◆補助件数　30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）

◆申請受付期間
　10月１日◯月～補助件数に達するまで
※申請書類は申請先にあります。
◆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）
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◯月◯火◯水水◯木◯金◯土◯日

わかば幼稚園園児募集

◆募集対象者、定員
　幕別町に在住の心身ともに健康な幼児。

生年月日 募集定員

３歳児
　平成21年４月２日～平成22年４月１日 18 人

４歳児
　平成20年４月２日～平成21年４月１日 19 人

５歳児
　平成19年４月２日～平成20年４月１日 16 人

※満３歳児の入園について
　水わかば幼稚園では、通常入園の他、平成25年４
月２日以降に３歳に達する幼児の「満３歳児入
園」を実施しています。

　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）
※手続きは入園する前々月の末まで　（第１期は
５月末日）

◆保育時間　午前８時45分～午後１時45分
　（水水曜日は午前11時30分まで）
◆休園日　土、日、祝日、春、夏、冬休み等
◆諸経費　入園料　3,000円（新入児）
　　　　　保育料　7,000円（月額）
　　　　　給食費　月額1,500円程度
　　　　　　　　　（188円×週２回×４週）
◆願書の配布期間　10月12日◯金～18日◯木

※願書は幼稚園にあります。
◆願書受付期間　11月５日◯月～11月６日◯火

　午前８時45分～午後５時15分
◆面接日　12月３日◯月～12月４日◯火

　面接日時は別途通知します。
◆入園決定通知　12月14日◯金

　文書で保護者に通知します。
◆問い合わせ先
　わかば幼稚園（℡【幕】54-4233）

まくべつ芸術祭

【百年記念ホール会場】
☆菊花展
☆作品展（陶芸・絵画・木工他）
　11月１日◯木～11月４日◯日　水 午前９時～午後５時
☆バレエ＆バトン発表会
　11月３日◯土　午後１時～
☆薄茶席　11月３日◯土、４日◯日

　午前10時30分～午後３時30分
☆一般舞台　11月４日◯日　正午～

【町民会館会場】
☆カラオケ発表会　10月28日◯日　午後１時～
【札内東コミュニティセンター会場】
☆ダンスの夕べ
　11月３日◯土　午後６時30分～９時
◆バスの運行について
　今回、試験的にカラオケ発表会と一般舞台の会
場に連絡バスを運行します。
<10 月 28 日◯日　カラオケ発表会 >
　（札内方面⇒町民会館）

11：50 あかしや近隣センター
11：54 文京みずほ近隣センター
12：00 桂町近隣センター
12：03 新北町近隣センター
12：07 暁町近隣センター
12：11 札内福祉センター
12：20 旧相川小学校

<11 月４日◯日　一般舞台 >
　（本町方面⇒百年記念ホール）

10：30 保健福祉センター
10：40 町民会館
10：44 北ふれあい交流館
10：52 旧相川小学校

※帰りのバスは、両日とも終了15分後に各会場を
出発します。

※バス利用希望の方は、必ず事前にお申し込みく
ださい。

◆バス利用申込先
　宮本（℡【幕】54-2603水/水FAX【幕】66-4058）
◆申込期限　10月15日◯月

◆問い合わせ先　まくべつ芸術祭実行委員会事務
局　平塚（℡【幕】56-2551）

平成25年度合併浄化槽の設置について

　町が下水水道処理区域外に設置する浄化槽の受付
を行います。
◆受付期間　10月９日◯火～12月21日◯金

◆受付数　20基
◆問い合わせ先
　水水道課下水水道事業係(℡【幕】54‐6624)

10月は「秋のヒグマ注意特別期間」です　

　キノコ狩りなどで野山に入る際は、次の点に注
意しましょう。
・一人で野山に入らない。
・鈴などで音を出しながら行動する。
・フンや足跡を見つけたときは引き返す。
※ヒグマと遭遇した場合
・急な大きな声をあげては、いけません。
・慌てて走って逃げては、いけません。
・視線をそらさず、立ち去りましょう。
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【保育所】
◆申込書配布　11月１日◯木～
◆申込書提出・面接日　入所を希望する第１希望
の保育所の面接日に申込書を提出し、面接を受
けてください。面接日は、11月26日◯月～30日◯金

（各日とも午後３時～午後６時）の期間中で各保
育所が指定する日です。　

◆入所決定　２月上旬頃に文書で通知します。

保育所名 電話番号 住　所 定員
幕別中央 【幕】54-2552 寿町 90人
札内南 【幕】56-3326水札内あかしや町 120人
札内青葉 【幕】56-4131水札内青葉町 90人
札内北 【幕】56-2049水札内新北町 90人
札内さかえ【幕】25-9011 札内北栄町 120人
忠類 【忠】８-2658 忠類白銀町 70人

◆入所年齢　５歳児～０歳児（生後６カ月）
　平成19年４月２日～平成24年10月１日生まれ
※忠類は５歳児～１歳児
　平成19年４月２日～平成24年４月１日生まれ
◆保育所入所要件　保護者が家庭外で仕事をして
いるなどの入所要件があります。詳しくはお問
い合わせください。※忠類保育所の３歳以上児
には、上記入所要件はありません。

【学童保育所】
◆申込書配布　　11月１日◯木～
◆申込書提出期限　11月30日◯金

◆面接（新入所児童とその保護者のみ）
　入所を希望する学童保育所で１月下旬頃に面接
を行います。日程、時間は文書で通知します。

◆申込書提出先　各学童保育所、こども課保育係
（保健福祉センター内）、札内支所
◆入所決定　２月下旬頃に文書で通知します。

学童保育所名 電話番号 住　所 定員

はぐるま 【幕】54-2028水新町 50人

あすなろ 【幕】56-6650 札内青葉町 40人

つくし 【幕】56-3917 札内文京町 90人

やまびこ 【幕】25-5223水札内桜町 40人

ちゅうるい 【忠】８-2910水忠類白銀町 25人

◆対象児童　保護者の就労等により、昼間家庭で
の保育が受けられない小学１～３年生。

11 月の健康講座

◆開催日・開催内容

講座名 時間 トレセン スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ ５、12、19、26日◯月 ６、13、20、27日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 13、27日◯火 １、８、22、29日◯木 ５、12、19日◯月 16、30日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 16日◯金 28日◯水水

19:30～ ６、20日◯火 ９日◯金 26日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 30日◯金 14日◯水水

19:30～ 15日◯木

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ２、９日◯金 ７、21日◯水水

講座名 時間 忠類体育館

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ １、８、15、22、29日◯木

※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水（℡【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　　水　　（℡【幕】54-2106）・忠類体育館水水（℡【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。

　平成25年度の保育所・学童保育所の入所申し込みを
11月に行います。保育時間などの詳細は、広報11月号で
お知らせします。なお、へき地保育所については、従来
どおり各運営委員長を通じてご連絡します。

保育所・学童保育所の入所申し込みについて
◆問い合わせ先
・こども課保育係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
・保健福祉課福祉係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）
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インフルエンザワクチンの接種費用の助成

　町では助成対象の方にワクチン接種費用の助成
を行います。
◆助成の対象者
①接種日に満65歳以上の方
②60～64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能に
自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度
の障害を有する方、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能に障害を有する疾病のある方

③中学３年生と高校３年生相当の年齢の方
④妊婦の方
※③、④に該当する方は、10月中に案内書類を郵送
いたします。

◆料金　自己負担1,000円（接種は１回のみ）
※①、②に該当する生活保護世帯に属する方は、無
料になります。接種および申請の際には、生活保
護手帳を提示してください。

◆助成期間　平成24年10月15日～12月31日接種分
まで

◆接種方法
◇町内指定医療機関で受ける場合
　窓口で年齢・住所を証明できるもの（運転免許証
や保険証など）を提示してください。

◇町内指定医療機関以外で受ける場合（主治医の
下で受ける場合など）

　接種費用の全額（医療機関により異なります）を

接種医療機関に支払ってください。
　接種後、各役場窓口で助成の申請を行います。
　申請受付期間は平成25年2月28日◯木まで。
※提出書類
　①申請書（振込先口座を記入）、②インフルエン
ザワクチン領収書（医療機関発行のもの）、③イ
ンフルエンザ予防接種済証（医療機関発行のも
の）、④印鑑

◆町内指定医療機関　次の医療機関で実施します
ので、必ず予約をしてください。

医療機関名 電話番号

景山医院（錦町） 【幕】54-2350

緑町クリニック（緑町） 【幕】54-6900

おち小児科医院（札内新北町） 【幕】56-5522

柏木内科医院（札内青葉町） 【幕】56-5151

札内北クリニック（札内共栄町） 【幕】20-7750

さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町）【幕】21-4187

十勝の杜病院（千住） 【幕】56-8811

忠類診療所（忠類幸町） 【忠】８-2053

※木村医院、勝山医院は、病院で治療を受けている
方のみ実施します。

スマイル検診予約受付中

　今年度最後の集団検診です。まだ検診を受けていない方は、ぜひご予約ください。
◆場所・日程

場所 日程 受付時間
保健福祉センター 11月６日◯火

７時、８時、９時、10時
札内福祉センター 11月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
（小学３年、中学２年生は助成対象）

300 円
８歳以上（300円） 100 円

幕別町国保特定健康診査（血液検査ほか）幕別町国保加入者（40歳～74歳まで） 1,500 円 無料
後期高齢者健康診査（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日生まれの方は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。
※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。

◆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　（ふれあいセンター福寿内℡【忠】８-2910）
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幕別町歯科医師会実施
「フッ素の日」のお知らせ

　虫歯予防に効果的なフッ素塗布がフッ素の日に
あわせて特別料金で実施されます。
◆日程　11月２日◯金

◆対象　町内在住の幼児・児童
◆料金　１人500円（通常料金は、約1,000円です）
◆場所　下記の医療機関で実施されますので、予
約の有無など不明な点は、各歯科医院にお問い
合わせください。

歯科医院名 電話番号

一宮歯科医院 【幕】54-2430

木下歯科医院 【幕】54-2228

大内歯科医院 【幕】56-5223

河原歯科クリニック 【幕】23-8148

國安歯科医院 【幕】56-6555

杉村歯科医院 【幕】56-6020

高橋歯科・小児歯科クリニック 【幕】56-7377

みずほ通り歯科クリニック 【幕】22-3118

村松歯科医院 【幕】56-3600

忠類歯科診療所 【忠】８-2443

【フッ素のはたらき】
　フッ素を歯の表面に塗ることで、虫歯菌が出す
酸に溶けにくい強い歯になると考えられていま
す。世界保健機関(WHO)や日本歯科医師会などで
も推奨されています。

児童手当の現況届の提出はお済ですか

　現在、児童手当を受給している方は、６月以降の
手当の受給資格を確認するため、法令により現況
届の提出が必要です。児童手当受給者の方には、既
に現況届提出のご案内を郵送していますので、ご
確認の上、まだ提出されていない場合は、必要書類
を添えて、至急提出してください。
　現況届を提出いただけない場合、６月分以降の
手当の支給が一時差し止めとなりますので、ご注
意ください。なお、６月分からは所得制限が導入さ
れます。詳しくは、広報５月号または、町のホーム
ページをご覧ください。
◆提出先　保健福祉センター、ふれあいセンター
福寿、札内支所、糠内出張所

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

日本赤十字社救急法
救急員養成講習会の開催

◆日程（全３日間）
　11月17日◯土　午前９時～午後６時
　11月18日◯日　午前９時～午後６時
　11月25日◯日　午前９時～午後６時
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆内容　一次救命処置（心肺蘇生法・ＡＥＤなど）、
止血法、包帯法などの学科と実技。受講後の検定
に合格すると、日本赤十字社救急法救急員資格
を取得できます。

◆対象　満15歳以上の方で全日程（３日間）の受講
が可能な方。※年齢は講習初日現在。

◆定員　20人（先着順・定員になり次第締め切り。）
◆持ち物　筆記用具と昼食
◆受講経費　3,000円（教本、教材代実費、保険料）
◆申込期限　10月31日◯水水

◆問い合わせ先　日本赤十字社幕別町分区（保健
福祉センター内・℡【幕】54-3811）

　東京幕別会に参加しませんか　

水東京近郊の幕別町出身者の方などで組織する
親睦団体「東京幕別会」をご存じですか。
　参加をしてみたい方、ご家族や、知り合い
の方で参加を希望される方がいらっしゃいま
したらご連絡ください。
　平成 24 年度の東京幕別会の総会・懇親会は
11 月７日◯日に開催します。

◆問い合わせ先　企画室（℡【幕】54-6610）
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巳年の年賀状をパソコンで作ろう！
ワードで年賀状作り

◆日時　11月9日◯金、16日◯金、30日◯金水

　午前10時～正午水(全３回)
◆場所　十勝教育研修センターコンピューター室
◆講師　坂本佳美さん
　（池田町在住、パソコン講座インストラクター）
◆対象　一般20人(応募者多数の場合抽選)水
◆受講料　1,500円
◆材料費　300円（私製ハガキ、インク代　他）水
◆持ち物　筆記用具、ＵＳＢメモリ（無い方はご相
談ください）など

◆申込期限　11月２日◯金水

◆その他　問い合わせは百年記念ホールのみです。

娘の成人式に向けてチャレンジ！
振袖の帯結び入門

◆日時　11月18日◯日、25日◯日、12月２日◯日、９日◯日水

　　　　午前10時～正午水(全４回)
◆場所　幕別町百年記念ホール　和室２
◆講師　阿部百合子さん
　　（帯広市在住、「美容室WAVE水HOUSE」代表）
◆対象　一般10人(応募者多数の場合抽選)水
◆受講料　2,000円
◆材料費　なし水
◆持ち物　振袖一式（詳細は後日連絡します）
◆その他　振袖を着る方とご一緒にご参加くださ
い（代理の方でも可）

◆申込期限　11月11日◯日水

■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）百年記念ホール講座

ハロウィングッズを作って楽しもう！　
ハロウィンプチ講座

◆日時　10月20日◯土　午後１時～午後２時30分水
◆場所　幕別町百年記念ホール　学習室２
◆内容　かぼちゃおばけのかぶりもの、かぼちゃ
色のバスボム作り、ポリ袋で大変身！

◆講師　松川利雄さん（町内在住）
　　　　吉秋保子さん（町内在住）　他
◆対象　小学生以下　各講座20人程
◆受講料・材料費　無料水
◆申込み　当日、受け付けます。
※材料がなくなり次第、受付終了します。

第48回全町卓球大会

◆日時　10月７日◯　日水 午前９時～
　（一般は午後から）
◆場所　札内スポーツセンター
◆競技種目
◎個人戦シングルス（小中学生は男女別）
・小学生低学年(４年生以下)
・小学生高学年(５･６年生)
・中学生
・一般（クラス分けします）
◎ダブルス（クラス分けします）
◆受付　
・小中学生(午前９時～９時15分)
・一般(午後０時30分～０時45分）
◆問い合わせ先　町卓球協会事務局　山田
　(℡【幕】54-5254)・夜間のみ)

第８回　硬式テニス教室

◆日程　11月10日～3月31日（毎週土曜日）
　　　　午後３時～５時
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆対象　中学生および高校生
◆参加料　5,000円　※初回参加時に納入
◆申込期限　随時
◆問い合わせ・申込先
　町テニス協会事務局　青田（℡【幕】56-8970）

あなたも めん職人になれるかも？
めん作り三本勝負！

◆日時　10月18日◯木、11月22日◯木、12月20日◯木水

　　　　水 水 水 水 午前10時～午後１時水(全３回)
◆場所　幕別町百年記念ホール　調理実習室
◆内容・講師

内容 講師

１回目 パスタ作り（製麺機使用）
※手切りも行います 佐藤　勇さん

２回目 そば打ち 長屋忠弘さん
３回目 うどん打ち 三井　巌さん

◆対象　一般12人水※応募者多数の場合抽選
◆受講料　1,500円水※単発受講の場合は1回500円
◆材料費　１回分　800円
◆持ち物　バンダナ、エプロン、フキン、など
◆申込期限　10月11日◯木水

パークゴルフ場の閉鎖について

　今シーズンは、11月４日を最終日とし、５日から
町内全パークゴルフ場を閉鎖します。
◆問い合わせ・申込先
・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）
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第 17 回 忠類どんとこいむら祭り
10月21日◯日  午前10時～ 道の駅・忠類

（雨天の場合は忠類コミュニティセンター）

主催/水忠類どんとこいむら祭り実行委員会
主管/水幕別町観光物産協会
問い合わせ先/水観光物産協会忠類支部事務局
（忠類総合支所地域振興課内℡【忠】8-2111）

連絡バスを運行します
「幕別～札内～まつり会場」間の連絡バスを運行
します。
【行き】

幕別町役場発 札内支所発 会場着
８：30 ８：50 10：00

【帰り】
会場発 札内支所着 幕別町役場着
13：30 14：40 15：50

※バスの乗車人数に制限がありますので、事前に
申し込みを受け付けます。

◆申込期限　10月17日◯◯水◯　午後５時30分
◆申込先　商工観光課（℡【幕】54-6606）

出店など（10:00 ～ 13:30）
ゆり根ほか地場産品即売
上尾市物産展
手作り製品販売
羊毛加工実演会
忠類和牛の販売
ゆうパック忠類臨時郵便局
牛乳消費拡大キャンペーン

▲水水田竜子

ステージ

９：55～水開会セレモニー

10：10～水ナウマン太鼓演奏会

11:00～水フラダンス（ホアピリ帯広）

　　　　三味線演奏（加藤流三絃会）

12：00～水歌謡ショー（水水田　竜子）

13：00～水お楽しみ抽選会・餅まき

フリーマーケット
　出店希望者（町内在住の方に限
る）は10月12日◯◯金◯までに、観光物産
協会忠類支部事務局（忠類総合支
所地域振興課・℡【忠】8-2111）に申
し込みください。
　出店条件等の詳細については、
上記申込先にお問い合わせくださ
い。

▲上尾市物産展
▲お楽しみ抽選会

▲フラダンス

▲忠類和牛の販売

まくべつ産業まつり
10月７日◯日  午前10時から
百年記念ホール前特設会場

ご来場　お待ちしています

ライブステージ　女子かぼちゃ投げ大会　地場野菜即売会　など
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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

　アコースティックギターの岸部眞明さんが幕別へ！
　岸部さんはアコースティック・ギターのフィンガーピッカーとして日本を代表す
る一人、屈指のテクニックを持ち2002年には、アメリカのカンザス州ウィンフィール
ドで毎年開催される『ナショナル・フィンガーピッキング・ギター・チャンピオンシッ
プ』に参加し、最終予選に残った５名の一人に選ばれる快挙を成し遂げました。
　この秋のイチオシＬＩＶＥです！　

◇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2,500円（当日とも）　ホールのみ発売！

　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！

◇開演　午後６時
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　Ａ席3,500円
　Ｂ席2,000円　（当日券は+500円）

　あのクレージーケンバンドがつい
に十勝初登場！ロックから歌謡曲、
Ｒ＆Ｂなどあらゆる要素を自由奔放
に取り入れた「剣」サウンドを！

◇開演　午後６時30分～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席指定6,300円（ローソンチケット
　のみ発売中　Ｌコード　12017）残り僅かです！

　モーツァルト（ピアノとヴァイオリンのため
のソナタ　K.305　イ長調）、バッハ（無伴奏パル
ティータ第3番　ホ長調）より、サラサーテ（ツィゴ
イネルワイゼン）　ほか
　ヴァイオリン：巖埼友美
　ピアノ：上村ゆか

◇開演　午後６時
◇場所　百年記念ホール講堂
　入場無料

　「オンリー・ユー」「グレイト・プリテンダー」「ト
ワイライト・タイム」、そして「煙が目にしみる」
などのミリオン・セラー・ヒットで知られるプラ
ターズが幕別初登場！'50年代のR&B／ポップス・
シーンでセンセーションを巻き起こした永遠の名
曲をお楽しみください。

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席指定5,000円（当日5,500円）

　前回の開催で好評の村松健のワークショップ 
「三線への誘い」を12月に開催します。
　奄美三線、沖縄三線そして未来へ／楽器として
の三線とその可能性を求めて、最新のアプローチ
をお届けします。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール　講堂
　受講無料（定員20人）

岸部眞明　ギターライブ　in 幕別
10/7
◯日日

舞台　竹下景子・長谷川初範・下條アトム主演！「欺瞞と戯言」
10/14
◯日日

燦燦 MUSIC  Vol.47
ピアノとバイオリンによるオータムコンサート

10/21
◯日日

生涯学習ツアー 2012「まなぶべ幕別」
12/10
◯月月

クレージーケンバンドツアー 2012　
幕別公演

11/21
◯水水

ザ・プラターズ　ジャパンツアー 2012
12/16
◯日日

※
注　
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番
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幕
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０
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５
８

10月13日◯土発売開始！
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ちるどらん

・10月11日◯木午前10時～11時
　幕別町図書館研修室

ババール

・10月20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
・10月６日◯ 土 午前11時 
・　　20日◯ 土 午前11時
　札内分館

おはなしの小箱

・10月24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

・10月19日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

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 10/31）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９ 時まで

10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）

幕別町図書館 検索

図書館の情報満載。ホームページはこちら

ハロウィンパーティー in さつない

　トリックオアトリート！国際交流員の
レインさん、グリーンハウさんと一緒にハ
ロウィンパーティーを楽しもう！！仮装
も大歓迎です。

日日時　10月20日◯土　午後３時～５時
場所　幕別町百年記念ホール　講堂
内容　ストーリータイム
　　　モンスターバスケット
　　　ピニャータ　など
問い合わせ　札内分館　℡0155-56-4888

10月の図書特別展示

あなたは知ってる？　
　　鎌倉～江戸時代のベストセラー
期間　10月１日◯月～29日◯月　
場所　幕別町図書館　全館

　意外と知られていない、鎌倉から江戸時代までの流行本
を集めてみました。
　本が紡ぎだす歴史を堪能してください。

今月のおすすめ本

「われ思う、故に、われ間違う　錯誤と創造性」
　　　　　ジャン＝ピエール・ランタン/産業図書/1996.4

　人は思うようにしか思わない。そこに間違いの発端が
ある。ピタゴラスも、コペルニクスも、ニュートンも、
キュリー夫人も、パストゥールも、アインシュタインも
間違った。しかし、間違いこそ彼らの偉大な発見の原動
力でもあった。
　練達の科学ジャーナリストによる大科学者の愚言集か
つ創造的誤謬の叙事詩。（N）

こちらもご一緒にいかがですか？
　原発事故はなぜくりかえすのか　高木 仁三郎/岩波書店/2000.12
　ルポ内部告発　なぜ組織は間違うのか/奥山俊宏ほか/朝日新聞出版/2008.9

 
 これまでの
よむとも 2012
エントリー数は
1,168 人！

「カコ本市」（古本交換会）を開催します

図書館で除籍した本の交換会を開催します。
百科事典・文学全集・マンガ・雑誌の交換はご遠慮ください。

期間　11月３日◯土～９日◯金
場所　幕別町図書館　研修室

　本との出会いは、まさに運命。
「ほんの おみくじ」であなたと繋がる本
を見つけませんか？
　カコ本市と同時開催！




