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11月の人権相談

◆日程　11月15日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　前川満博さん、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）

11月の行政相談

◆日時　11月15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)

殺そ剤空中散布実施のお知らせ

　町では、野ねずみによる造林地への被害を防ぐ
ため、殺そ剤（リン化亜鉛粒剤）をヘリコプターで
空中散布します。
　作業中はヘリコプターの騒音などでご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
◆散布期間
　11月６日◯火～11月14日◯水のうち、３日間
※天候等により、日程を変更することがあります。
◆散布時間　おおむね午前９時～午後３時
◆散布場所　町内一円の山林
◆問い合わせ先　農林課林務係（℡【幕】54-6605）

農業者年金説明会を開催します

　農業者年金の受給をスムーズに行うため、農業
者年金制度の概要、経営移譲年金受給要件・手続き
について次のとおり説明会を開催します。
　年金についての大事な説明会ですので、ぜひご
参加ください。
◆日時　12月７日◯金　午後１時30分～
◆場所　町民会館２階講堂
※忠類地域にお住まいの方は、総合支所から会場
まで送迎します。

◆申込方法　事前に農業委員会へ電話で申し込み
ください。

◆申込期限　12月３日◯月

◆問い合わせ・申込先　
・幕別町農業委員会（℡【幕】54-6625）
・幕別町農業委員会忠類支局（℡【忠】８-2111）

農業者年金に加入しましょう

　農地をもっていない農業者や、配偶者、後継
者、後継者の配偶者など家族従事者の方も農業
者年金に加入して豊かな老後を迎えましょう。
☆年金は家族一人ひとりについて準備すること
が大切です！ 　　　

☆老後の備えは国民年金プラス農業者年金で！
☆税制面でも大きな優遇措置があります！

献血のお願い

　移動献血車「ひまわり号」が来町します。献血に
ご協力ください。
◆日時・場所

11月14日◯水

午前９時30分～正午 忠類農業協同組合

12月３日◯月

午前９時～
午前10時30分 札内支所

午前11時～正午 保健福祉センター

午後１時30分～
午後３時 幕別町農業協同組合

午後３時30分～
午後４時30分 ぴあざフクハラ札内店

12月４日◯火

午前９時30分～
午前11時30分 幕別町役場

午後１時～
午後２時 老人保健施設あかしや

午後２時30分～
午後４時30分 ダイイチ札内店

◆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）

幕別町児童生徒健全育成
　標語の最優秀作品決まる

　町児童生徒健全育成推進委員会では、児童・生徒
に健全な生活について理解と関心を持ち、望まし
い生活習慣を身につけてもらうことを目的に、毎
年「児童生徒健全育成標語」を募集し、表彰してい
ます。
◆平成24年度最優秀作品(標語の主題ごと小学校
と中学・高校の部から各１人を選考)

○交通安全・交通マナー・事故防止の部
・「渡っちゃえ！」 そんな気持ちに 赤信号
　(札内南小学校６年 住吉 耕周)
・集中だ 自転車だって 軽車両
　(忠類中学校２年 蛭川 光樹)
○あいさつ運動の部
・挨拶は 世界共通 笑顔の輪
　(札内南小学校６年 中野 未夢)
・あいさつと 笑顔もセットで 気持ちよく
　(幕別中学校２年  八十嶋 紗規)
○ボランティア・環境保全の部
・光ってる ボランティアの人 汗キラリ
　(白人小学校５年 佐藤 優生)
・何気なく 手をさしのべて “和（輪）”を結ぶ
　(江陵高等学校２年 岡村 由季奈)

今月のつぶやき 「つぶやき」を募集します。詳しくはP17をご覧ください。　12月号より掲載します。
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東十勝消防事務組合の財産（車両）を売り払
います

◆売り払い車両
・車　　名　水槽付消防ポンプ自動車
　　　　　　（最大積載容量　3，000L）
・年　　式　昭和61年式（1986年）
・登録状況　平成24年11月17日満了
・走行距離　16，821Ｋｍ（平成24年10月１日現在）
◆売り払い方法     一般競争入札
◆入札日時　11月20日◯　火 午前10時
◆入札場所　幕別消防署２階会議室
◆入札保証金　免除
◆説明会
・日時　11月13日◯　火 午前10時
・場所　幕別消防署札内支署２階講堂
◆問い合わせ先
　幕別消防署庶務係（℡【幕】54-2434）

ごみ分別のルールを守りましょう

　きちんと分別されていないごみは収集されず
に、そのままごみステーションに残るため、ごみが
散乱し、ご近所の方への迷惑になります。ごみ分別
のルールを守ってゴミステーションを清潔に保ち
ましょう。
◆「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」はそれぞれ
指定ごみ袋で出しましょう。

◆「資源ごみ」は種類ごとに分けて出しましょう。
◆ごみは収集日の朝８時までに出しましょう。
◆カラスよけのネットがある場合は、しっかりと
ごみを覆って重しを置きましょう。

◆収集されずに残ったごみは自分で持ち帰り、再
分別しましょう。

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

スキー・スケートリサイクル品提供会が開催されます
　くりりんセンターにごみとして搬入されたス
キー・スケート用品のうち、再利用できるものが無料
で提供されます。
◆日時　11月11日◯日　 午前９時～正午
※提供品がなくなり次第終了。
◆場所　くりりんセンター管理棟（帯広市西24条北

４丁目１番地５）
◆提供数　一人１点。（スキーはセットでも可）
※受領後は、必ずスポーツ専門店で点検整備を受け

てから使用してください。
◆問い合わせ先
　十勝環境複合事務組合（℡0155-37-3550）
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旭町地区内で新たに宅地を分譲販売します

　定住促進住宅建設対象地区内である旭町の公有
地（宅地）を、新たに次のとおり分譲販売します。
◆所在地　幕別町旭町18番地13

図面番号 区画面積 販売価格
① 325.15㎡（98.53坪） 3,500,000円
② 325.15㎡（98.53坪） 3,400,000円
③ 327.40㎡（99.21坪） 3,425,000円
④ 327.40㎡（99.21坪） 3,324,000円
⑤ 327.40㎡（99.21坪） 3,425,000円
⑥ 327.40㎡（99.21坪） 3,324,000円
⑦ 327.40㎡（99.21坪） 3,425,000円
⑧ 327.40㎡（99.21坪） 3,324,000円
⑨ 327.40㎡（99.21坪） 3,425,000円
⑩ 327.40㎡（99.21坪） 3,324,000円
⑪ 325.15㎡（98.53坪） 3,619,000円
⑫ 325.15㎡（98.53坪） 3,615,000円

※応募者多数の場合は抽選となります。
※地番は、分筆登記完了後に確定します。
※詳しくは、お問い合わせください。
◆申込受付期間　11月1日◯木～11月16日◯金
◆問い合わせ・申込先
　総務課管財係（℡【幕】54-6608）

今月のつぶやき 【例】　師走だ～、締め切りが駆け足でやってくるよ～。　PN.広報マン

11月は労働保険適用促進強化期間です

事業主の皆さん、労働保険の加入はお済ですか。
労働保険に加入して、従業員の方々が安心して
働ける職場にしましょう。
◆問い合わせ先
・帯広労働基準監督署（℡0155-22-8100）
・ハローワーク帯広　（℡0155-23-8296）
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　　　　　　　　　パブリックコメントを実施します
◆意見を求める名称
　第５期幕別町総合計画後期見直し（素案）
◆資料の閲覧・配布　役場１階ロビー・忠類総合支
所１階ロビー・札内支所・糠内出張所・図書館本
館・図書館札内分館・図書館忠類分館

　※幕別町ホームページからも閲覧・入手するこ
とができます。

◆意見の提出方法　閲覧場所に備え付けの「意見
の提出書」または、意見を記入した用紙（任意様
式）に件名（第５期幕別町総合計画後期見直し
（素案））、住所、氏名を記入のうえ提出してくだ
さい。

◆提出できる方　町内に在住の方、町内に通勤ま
たは通学している方、事業所等を町内に有して
いる方。

◆意見の提出先　幕別町企画室（役場３階）
　〒089-0692　幕別町本町130番地
　FAX　【幕】54-3727
　Eメール　kikakutanto@town.makubetsu.lg.jp

　※資料の閲覧・配布先でも提出することができ
ます。

◆意見の募集期間
　平成24年11月１日◯木～平成24年11月16日◯金まで
　※郵送の場合は募集期間内の消印有効です。
　※持参の場合の受付時間は、午前８時45分から
午後５時30分まで。（土・日曜日、祝日を除く）

◆その他
①障がいなどの理由により文書による提出が困難
と認められる場合以外は、 口頭による意見の提
出は受け付けできません。

②提出された意見は、内容を整理し、意見に対する
町の考え方を広報紙等で公表します。なお、提出
時に記載された住所、氏名は、公表しません。

③意見に対する個別の回答は行いません。また、意
見を求める内容と直接関係のない意見と判断で
きるようなものについては、意見として取り扱
いませんのでご了承ください。

月　日 時　間 会　場 住　所

11月27日◯火 午後１時30分～午後２時30分 ふれあいセンター福寿 忠類白銀町384-10

11月28日◯水 午後１時30分～午後２時30分 札内福祉センター 札内青葉町311-3

11月29日◯木 午前10時30分～午前11時30分 保健福祉センター 新町122-1

12月４日◯火 午前11時　　～正午 桂町近隣センター 札内桂町571-88

12月５日◯水 午前11時　　～正午 糠内コミュニティセンター 字糠内251-1

12月10日◯月 午前11時　　～正午 新北町近隣センター 札内新北町75-2

12月12日◯水 午前11時　　～正午 幕別北ふれあい交流館 旭町18-7

12月14日◯金 午前11時　　～正午 あかしや南近隣センター 札内あかしや町61-73

12月21日◯金 午前11時　　～正午 春日近隣センター 札内春日町294-35

12月25日◯火 午前11時　　～正午 暁町近隣センター 札内暁町252-179

12月27日◯木 午前11時　　～正午 鉄南ふれあい交流館 宝町154-8

介護予防ポイント制度を始めます
　介護予防事業の１つとして、高齢者のみなさんがボランティア活動を通して、地域貢献や社会参加を
することで、自らの健康増進や介護予防を推進するため「介護予防ポイント制度」を開始します。制度の
説明と事前研修を開催しますので、いずれかの会場にお越しください。（事前予約は不要です）

◆対 象 者　幕別町に住所を有する幕別町介護保険第1号被保険者
◆活動場所　特別養護老人ホームや老人保健施設、デイサービスなど、町内の介護保険施設
◆活動内容　話し相手や囲碁などのゲームの相手、歌の実演指導、花壇整備など
◆ポイント　１時間以上で１ポイントがポイント手帳に記録され（年50ポイント上限）、交付申請す
　　　　　　ることで、1ポイント100円として、交付金が交付されます。
◆相談調整　担当保健師が活動内容の相談調整を行いますので、初めてでも安心です。

制度の概要

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

　　　　　　　　　パブリックコメントを実施します
第５期総合計画後期見直し
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児童虐待防止・里親制度普及パネル展

　児童虐待防止活動の促進と里親制度の普及のため、児童
虐待と里親制度について説明したパネル展を開催します。
◆日程・場所
　11月20日～22日　ふれあいセンター福寿ロビー
　11月23日～27日　札内福祉センターロビー
　11月28日～30日　保健福祉センターロビー
※開始日は開館から（ふれあいセンター福寿は午後から）、終了日は午前中まで展示します。
◆問い合わせ先　こども課児童福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

　平成23年度中に、全国の児童相談所にあった児
童虐待に関する相談の件数は、過去最多の59,862
件（速報値）となり、22年度（福島県を除く）に比べ
3,478件増加しました。
　また、帯広児童相談所への虐待の相談件数も113
件と22年度の92件に比べ21件増えています。この
ように、児童虐待問題は、社会全体で早急に解決す
べき重要な課題となっています。
　町では、子どもの権利を保障するため「幕別町子
どもの権利に関する条例」を平成22年７月１日か
ら施行しましたが、児童虐待は、重大な子どもの権
利侵害です。
　「児童虐待の防止等に関する法律」には、何人も
児童に対し、虐待をしてはならない（児童虐待の防
止）」と規定されています。

11月は虐待防止推進月間です

児童虐待は人権侵害です　～子どもを虐待から守りましょう～

近所から

叩く音や

叫び声が
聞こえる

不自然な

傷が多い
子どもがいる

衣服や体が
いつも極端に

汚れている
子どもがいる

小さな子どもを
置いて頻繁に

外出している

車内に子どもが

放置されている

◆問い合わせ先
・帯広児童相談所（℡0155-22-5100　FAX0155-22-5106）
・こども課児童福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811　FAX【幕】54-3839）
　Eメール　kodomoka@town.makubetsu.lg.jp
・児童相談所全国共通ダイヤル（℡0570-064-000）

◆児童虐待を発見したら
　　児童虐待を受けたと思われる児童を発見した方には、市町村や児童相談所などの関係機関に通告す

ることが義務づけられています。
　　通告者のプライバシーは法律で保護されています。あなたの気づきによって大切な命が守られるこ
とがあるかもしれませんので、見つけたときは勇気を出して児童相談所やこども課児童福祉係に早め
にご連絡ください。

　　なお、児童相談所では、専門の職員が調査、指導を行い、必要な場合は、子どもを児童相談所や施設な
どで緊急に保護します。

児童相談所の児童虐待の相談件数
平成20年度
（前年比較）

平成21年度
（前年比較）

平成22年度
（前年比較）

平成23年度
（前年比較）

全
国 

42,664件
（+2,025件）

44,211件
（+1,547件）

56,384件
（+12,173）

59,862件
（+3,478件）

全
道

1,644件
（+227件）

1,675件
（+31件）

1,593件
（△82件）

1,515件
（△78件）

十
勝

52件
（△35件）

64件
（+12件）

92件
（+28件）

113件
（+21件）

児童相談所への児童虐待通告件数
平成20年度
（前年比較）

平成21年度
（前年比較）

平成22年度
（前年比較）

平成23年度
（前年比較）

十
勝

123件
（　-　）

186件
（+63件）

201件
（+15件）

241件
（+40件）

幕
別

2件
（　-　）

6件
（+4件）

13件
（+7件）

21件
（+8件）

※平成22年度の全国は福島県を除く
※平成23年度全国は速報値

児童虐待のサイン
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役場臨時職員募集（白銀台スキー場管理員）

◆職種
◯白銀台スキー場管理員（リフト担当）
・募集人員　４人
・賃金１時間980円
◯白銀台スキー場管理員（事務所担当）
・募集人員　２人
・賃金１時間830円
◆雇用期間
　平成24年12月21日◯金～平成25年３月10日◯日

◆勤務時間　午前８時30分～午後９時15分のう
ち、７時間45分、もしくは４時間。

※業務内容や勤務条件などの詳細はお問い合わせ
ください。

◆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。
◆提出期限　11月14日◯水

◆提出先　忠類総合支所地域振興課、役場商工観
光課、札内支所、糠内出張所

◆問い合わせ先
　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）

臨時要介護認定調査員の募集

◆業務内容　要介護認定調査業務
◆募集人数　１人
◆応募資格
・認定調査員研修受講済の方
※未受講者の場合は、採用後研修に準じた指導プ
ログラムを受講

・普通自動車の免許を有する方
◆勤務日　月曜から金曜日(週３日以上）
◆勤務時間　午前８時45分～午後５時30分
◆雇用期間　
　平成24年12月1日◯土～平成25年３月31日◯日

◆提出書類　履歴書（顔写真添付）、
※受講済みの方は、認定調査員研修終了証明書の
写し

◆提出期限　11月19日◯月

◆面接日時　後日連絡いたします。
※賃金等の詳細はお問い合わせください。
◆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）

自衛官候補生（男子）を募集

　詳細は自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-8718）
へご確認ください。

試験種目 筆記試験（国語、数学、社会、作文）
口述試験、適正検査、身体検査

受験資格 18歳以上、27歳未満の男子※

試験場所 自衛隊帯広駐屯地
試 験 日 11月20日◯火、12月９日◯日
受付期間 試験日の１週間前まで

※平成25年４月１日現在の年齢

役場臨時職員募集（一般事務）

◆雇用期間・募集人数
①平成25年１月８日◯火～平成25年６月30日◯日

　（役場税務課勤務）１人
②平成25年２月１日◯金～平成25年６月７日◯金

　（役場税務課勤務）２人
③平成25年２月１日◯金～平成25年４月19日◯金

　（帯広税務署へ派遣）１人
◆業務内容　確定申告業務補助（課税資料の整理、
照合作業）

◆応募資格　簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
ル）のできる方（帯広税務署派遣者は、自動車通
勤が可能であること）

◆勤務日　月～金曜日（土・日、祝日は休み）
◆勤務時間
・午前９時～午後５時30分（休憩１時間）
・税務署派遣者　午前８時30分～午後５時
◆雇用条件　日額6,360円（片道２km以上の場合通
勤手当支給、時間外手当支給、雇用保険・社会保
険に加入）

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
※登録申込書は提出先にありますが、町ホーム
ページからもダウンロードできます。

◆提出期限　11月22日◯木必着
◆提出先　総務課職員係、忠類総合支所地域振興
課、札内支所、糠内出張所

◆面接試験　11月30日◯金（時間等詳細は応募者に
別途通知）

※応募者多数の場合は書類選考を行うことがあり
ます。

◆問い合わせ先　総務課職員係（℡【幕】54-6608）

わかば幼稚園体験入園を実施します

　わかば幼稚園では、平成24年度第３回目の「一日体験入園」を実施します。
　ご希望の方は、事前にお問い合わせください。
◆日時　12月５日◯水　午前10時15分～11時15分
◆内容　園児や保育者と一緒に遊ぶ
◆その他
　保護者、体験園児とも上履きをご用意ください。

◆問い合わせ先
　わかば幼稚園（℡【幕】54-4223）
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公営住宅の入居者募集

◆定期募集する住宅
　（①と②の住宅は、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）

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町営新緑町東（1-25） １ １ ３LDK S56 入居者負担 12,500円～23,800円
②町営旭町東（3-202） １ ２ ２LDK H19

有 リース
19,800円～38,800円

③町営泉町（1-2） １
２ ３LDK

H５ 22,200円～43,500円
④町営泉町（2-206） １ H７ 23,000円～45,300円
⑤町営あかしや南（1-404） １ ４

３DK

S51

リース

12,700円～24,900円
⑥町営あかしや南（5-301） １

３
S55

16,500円～32,400円
⑦町営あかしや南（5-302） １ 16,400円～32,200円
⑧町営あかしや南（5-402、403） ２

４
16,500円～32,400円

⑨町営あかしや南（5-404） １ 16,600円～32,700円
⑩町営あかしや南（6-103） １ １

３LDK S56

17,100円～33,600円
⑪町営あかしや南（6-104） １ １ 17,200円～33,800円
⑫町営あかしや南（6-301） １ ３ 17,200円～33,800円
⑬町営あかしや南（6-404） １ ４ 17,300円～34,100円

※⑧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。

◆定期募集期間　11月５日◯月～９日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　11月21日◯水　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　11月30日◯金　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※12月１日◯土から12月７日◯金までに入居願います。
◆入居資格等　入居資格、申し込み方法などの詳細はお問い合わせください。
※平成24年５月以降の公募に申し込まれた方は、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管理係、札内支所
◆問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

緑町団地【単身者住宅】の入居者募集

◆募集する住宅　（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）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

緑町（1-201） ２ １DK H７
有 オール電化

（蓄熱式電気暖房、電気温水器、電気調理器）

30,200円

緑町（3-208） ２ １DK H９ 33,300円

◆定期募集期間　11月５日◯月～９日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　11月21日◯水　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　11月30日◯金　午前10時～　幕別町役場４階会議室
※12月１日◯土から12月15日◯土までに入居願います。
◆入居資格等　入居資格、申し込み方法などの詳細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管理係、札内支所
◆問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

道営住宅の入居者募集について
道営住宅の公募が次のとおり予定されています。

◆募集案内の配布期間　11月２日◯金～19日◯月

◆申込受付期間　11月16日◯金～19日◯月

◆募集予定の団地および公募予定戸数　道営若草団地（高齢者等世帯向け）２LDK１戸
◆問い合わせ先　(株)エーワンホーム（帯広市西８条南13丁目２番地（℡0155-22-2013））
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平成25年度忠類保育所の児童募集

◆定員　70人
◆対象児童　１歳児～５歳児（平成19年４月２日
～平成24年４月１日生）

◆入所条件
・３歳以上児　町内に在住の児童
・３歳未満時　町内に在住で、「平成25年度認可保
育所の児童募集」中の「入所条件」の要件に該当
する児童。

◆提出書類　入所申込書
※申込書は11月１日◯木から保健福祉課福祉係（ふ
れあいセンター福寿内）、忠類総合支所地域振興
課、忠類保育所にあります。

◆提出先　保健福祉課福祉係（ふれあいセンター
福寿内）、忠類保育所

※３歳未満児は保健福祉課福祉係（ふれあいセン
ター福寿内）へ直接申し込みください。

◆問い合わせ先　保健福祉課福祉係（ふれあいセ
ンター福寿内・℡【忠】８-2910）

「人生学博士」を推薦してください

　さまざまな分野で培った知識や技能を生かし、
町内の各種行事や活動において幅広く活躍されて
いる65歳以上の方に対して、２年に一度「人生学博
士」としての認定を行なっています。
　今年度新たな認定を行ないますので、次の要件
をご確認の上、候補者を推薦してください。
◆対象者　町内在住のおおむね65歳以上の方で、
博士としてふさわしい活動実績があり、引き続
きその活動意欲をお持ちの方。

◆対象分野
○健康・体育の部（長寿・健康・体育等）
○芸術・文化の部（音楽・書道・絵画・写真・陶芸・俳
句・短歌・川柳・茶道・華道・舞踊等）

○趣味・教養の部（盆栽・園芸・写真・囲碁・将棋・釣
り・落語・手品・昔話朗読・紙芝居・パソコン等）

○創作の部（手工芸・木工芸・料理等）
○その他の部（前記以外であって、博士として認定
するにふさわしい分野）

◆推薦方法　各種団体、町民からの推薦のほか、自
薦もお受けしますので、推薦書に必要事項を記
入の上、提出してください。

※推薦書は提出先にあります。
◆提出期限　11月26日◯月

◆提出先　保健福祉センター、役場町民課、札内支
所、糠内出張所、忠類総合支所住民課、ふれあい
センター福寿

◆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）

「認知症サポーター養成講座」と「成年後見
制度についての講演」を開催します

　地域で認知症に対する正しい知識をもつこと
で、認知症高齢者とその家族の負担を支援するボ
ランティア「認知症サポーター」を養成する講座
と、認知症や知的障がい、精神障がいにより、判断
力が低下した方を支援する「成年後見制度」につい
ての講演を行います。
◆日時　12月１日◯土

「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座」　午後２時～３時30分
「成年後見制度について」　午後３時45分～５時
◆場所　ふらっと札内ふらっとホール（特別養護
老人ホーム札内寮隣）

◆対象　中学生以上の方
◆定員　100人
◆参加費　無料
◆申込期限　11月26日◯月

◆その他　どちらか一方の参加も可能です。
◆問い合わせ・申込先　保健課介護支援係（保健福
祉センター内℡【幕】54-3811）

幕別町百年記念ホール指定管理者優先交渉
権者の選定結果

　平成25年度からの幕別町百年記念ホールの指定
管理者を募集し、「幕別町百年記念ホール」指定管
理者候補者選定基準に基づき、申請資格審査、書類
審査および評価審査（プレゼンテーション）を実施
した結果、合格点数に達した次の２団体を指定管
理者候補者として選定しました。
　合格点に達した指定管理者候補者が２団体と
なったため、点数の高い順に第１交渉権者、第２交
渉権者としました。
　なお、このあと指定管理者候補者の第１交渉権
者から、協定書（契約書に代わるもの）の内容につ
いて協議し、仮協定書を交わすことができた候補
者について、地方自治法第244条の２第６項の規定
により、幕別町議会の議決を経て、指定管理者を指
定します。
◆応募者数　２団体
◆指定管理者候補者（評価結果）
○第１交渉権者（平均点数　120.2点/150点）　
　名　称　ＮＰＯ法人まくべつ町民芸術劇場
　代表者　理事長　村谷勝司
○第２交渉権者（平均点数　115.4点/150点）
　名　称　株式会社オカモト
　代表者　代表取締役　岡本謙一
◆選定理由　公演事業の実績を有しており、当該
施設の効果を高め、町の文化振興を図るととも
に、適正な運営管理の確保が期待できるため。

◆問い合わせ先　幕別町指定管理者選定委員会事
務局（総務課管財係　℡【幕】54-6608）
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平成25年度認可保育所の児童募集

◆募集する保育所・面接日等

保育所名 電話番号 住所 開所時間 入所年齢（生年月日） 面接日
札内南 【幕】56-3326 札内あかしや町 午前７時30分～

午後６時30分

※札内青葉のみ
午後７時

平成25年４月１日現在
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）

11月26日◯月
札内北 【幕】56-2049 札内新北町 11月27日◯火
札内さかえ【幕】25-9011 札内北栄町 11月28日◯水
札内青葉 【幕】56-4131 札内青葉町 11月29日◯木

幕別中央 【幕】54-2552 寿町 11月30日◯金

◆入所条件　保護者の方が町内に在住し、次の要
件のいずれかに該当することが常態である場合
に入所できます。なお、同居の親族などの方がお
子さんを保育できる場合は入所できません。

①家庭外で仕事をしている。
②家庭内で子どもと離れ、家事以外の仕事をして
いる。

③妊娠が判明した日（母子手帳で確認）から産後３
カ月までの間。

④病気や負傷、または精神や身体に傷害がある。
⑤長期の病気や心身に障害がある同居の親族の介
護をしている。

⑥災害などにより、子どもの保育ができない。
⑦求職活動のため、子どもの保育ができない。（入
所期間１カ月以内）

⑧平成24年度に育児休業中である事を要件とし

て、すでに保育所に入所しているお子さんの保
護者が引き続き育児休業中である。

⑨上記の各号に類する常態にある。
◆提出書類　入所申込書ほか必要書類
※申込書は11月１日◯木から各保育所、札内支所、こ
ども課保育係（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）にありま
す。

◆提出先　入所を希望する保育所の面接日に保育
所に提出してください。

◆面接の対象者と内容　平成25年度に新たに入所
を希望するお子さんのみ実施します。

　面接時間は各日とも午後３時～午後６時です。
（各保育所の面接日は上の表をご覧ください）
◆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）

平成25年度学童保育所の児童募集

◆募集する学童保育所・定員等

学童保育所名 電話番号 住所 定員
はぐるま 【幕】54-2028 新町（幕別南コミセン併設） 50人
あすなろ 【幕】56-6650 札内青葉町（白人小学校北側） 40人
つくし 【幕】56-3917 札内文京町（札内南コミセン併設） 90人
やまびこ 【幕】25-5223 札内桜町（札内北コミセン併設） 40人
ちゅうるい 【忠】８-2910 忠類白銀町（ふれあいセンター福寿内） 25人

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

◆保育期間　平成25年４月１日◯月～平成26年３月
29日◯土まで（日曜・祝日、年末年始は休みです）

※土曜日は施設を開放しています。
◆保育時間
（学校登校日）学校終了後～午後５時
（夏冬春休み、学校休業日）午前８時～午後５時
◆保育時間の延長　次の①・②に該当し、申請によ
り許可を得た場合は、月～金曜日の間、最長６時
30分まで保育時間を延長します。

①児童の安全確保上、保護者の迎えが可能である
こと。

②保護者の勤務終了時刻が午後５時を過ぎる日で
あること。

◆保育料　月額１人4,500円

◆提出書類　入所申込書ほか必要書類
※申込書は提出先および認可保育所、忠類保育所、
忠類総合支所地域振興課にあります。

※現在入所している児童も新たに入所申込みが必
要です。

◆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）、保健福祉課福祉係（ふれあいセ
ンター福寿内）、札内支所

◆申込期間　11月１日◯木～30日◯金

◆面接　平成25年度新たに入所を希望する保護者
と児童は面接を実施いたします。日程は後日連
絡します。（２月下旬頃を予定）

◆入所決定　書類選考と面接により決定し、２月
上旬頃文書により通知します。

◆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）
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まくべつ混声合唱団第21回定期演奏会

　子どもから大人まで楽しめる内容の演奏会で
す。ぜひ、ご来場ください。
◆日時　11月18日◯日　開演　午後３時
◆場所　百年記念ホール
◆入場料　500円（未就学児無料）
◆演奏曲目　
○第１部　混声合唱曲「島よ」
○第２部　中田喜直作品集「日本の四季の歌」
○第３部　アムール河の波　他
◆後援　幕別町教育委員会
◆問い合わせ先　団長・沖田（℡【幕】56-6812）

町民ミニバレー交流会

◆日時　12月２日◯日

・受付　午前８時45分～　・開会式　午前９時～
◆場所　幕別農業者トレーニングセンター
◆種目　混成の部（高校生以上）※女子チームでも可
◆参加資格　
・チームは町内在住者で、１チーム６人以内で編

成すること。ただし、町外在住者の協会員は参加
可とする。

・試合中コートに入れる男子は２人までとする。
ただし、50歳以上の男子は３人。

◆参加料　１人700円（当日受付）
※お弁当代は含みません。
◆申込期限　11月19日◯月

◆問い合わせ・申込先　町ミニバレー協会事務局
　久保田(℡/FAX【幕】30-6737)

団塊世代の介護予防！男の趣味講座
～デジカメ編～

◆日時・内容等
日　時 内　容

１講目 平成24年12月13日◯木木
午後１時～午後３時 デジカメの基本操作

２講目 平成25年１月17日◯木木
午後１時～午後３時 パソコンでの加工

３講目 平成25年２月14日◯木木
午後１時～午後３時 きれいに撮るコツ

◆場所　保健福祉センター
◆対象　60歳以上の男性（デジタルカメラ初心者）
◆講師　近藤和弘さん（社協ボランティア）　
◆持ち物　デジタルカメラ、取扱説明書
◆申込期限　12月６日◯木

◆問い合わせ・申込先　保健課介護支援係(保健福
祉センター内・℡【幕】54-3811)

12 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～ ３、10、17日◯月 ４、11、18、25日◯火
enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 11、25日◯火 ６、20、27日◯木 ３、10、17日◯月 14、28日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 14日◯金 26日◯水
19:30～ ４、18日◯火 ７日◯金

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 28日◯金 12日◯水
19:30～ 13日◯木 21日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ７、21日◯金 ５、19日◯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～ ６、13、20、27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 （℡【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。

第35回明るいまちづくり住民大会
　幕別町教育委員会郷土文化研究員の小助川勝義
さんが「幕別町の歴史」について講演します。
◆日時　11月25日◯　日 午前10時～
◆場所　町民会館地下大集会室
◆内容　講演「幕別町の歴史」
　　　　「WIND'S」ミニコンサート
※事前に申し込みいただきお越し
　いただいた方に、鉢花をプレゼ
　ント。

ガーデニング写真展開催
　花いっぱい運動の一環として、町内の素敵な花
壇を展示します。
◆日程等
11月５日◯月～８日◯木　忠類ふれあいセンター福寿
11月10日◯土～13日◯火　糠内コミセン
11月15日◯木～18日◯日　札内福祉センター
11月20日◯火～25日◯日　町民会館

◆主催　手づくりのまち推進委員会
◆問い合わせ先　手づくりのまち推進委員会事務

局（企画室企画情報担当℡【幕】54-6610）

小助川勝義さん
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もの作りが大好きな人集まれ～！『やむわっか先生』のホームメイド講座 第2弾！

◆日時・内容・講師・材料費

日　時 内　容 講師（町内在住） 材料費
11月29日◯木 

午前10時～午後１時

マカロンポーチ作り 山岸満有美さん 500円
12月13日◯木 アロマのクリスマスリース作り 吉秋　保子さん 700円
１月24日◯木 お手玉おひな様作り 井上　昌子さん 500円
２月14日◯木 革細工作品作り 松川　利雄さん 500円
３月14日◯木 風呂敷で作るおしゃれエプロン 三井　雅子さん なし

◆場所　幕別町百年記念ホール　学習室２　　　　　◆対象　一般12人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　2,500円（単発の場合、１回500円） 　　　◆申込期限　講座開始日の１週間前

■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

リズムに乗って運動不足解消！ヒップホップダンスにチャレンジ！

◆日時・場所
午前コース（10：00～11：15） 夜間コース（20：00～21：15） 場　所

11月 30日◯金 -

幕別町百年記念ホール音楽実習室
12月 ７日◯金、14日◯金、21日◯金 ７日◯金、14日◯金、21日◯金 

１月 18日◯金、25日◯金 18日◯金、25日◯金 

２月 ８日◯金、15日◯金、 ８日◯金、15日◯金、
３月 １日◯金、８日◯金 １日◯金、８日◯金、15日◯金 

◆講師　（午前コース） 堂前幹治さん（「ダンススタジオ　フュージョン」代表）
　　　　（夜間コース） 野原里香さん（「ダンススタジオ　フュージョン」講師）
◆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　　　　◆材料費　なし
◆持ち物　運動靴、タオル、水分補給用飲み物　など　　◆申込期限　11月23日◯金 

まなぶべ幕別　生涯学習ツアー2012

◆日時・内容・講師・材料費・定員

日　時 内　容 講　師 材料代 定　員

12月２日◯日午前10時～午後１時30分 健康とうふ作りと大豆の大事なお話
福原　裕さん

池田美穂子さん
300円 一般20人

12月８日◯土午前10時～正午 筆ペンで心に残る字を書こう！ 鈴木譲二さん なし 一般12人
12月９日◯日午後２時～午後４時 デコパージュでXmas立体額飾り作り 岡崎智鶴子さん 1,000円 一般12人
12月10日◯月午前10時～午後１時 シュトーレン作り 西井裕美さん 1,000円 一般12人
12月10日◯月午後７時～午後８時30分 村松健三線ワークショップ 村松健さん なし 一般20人
12月12日◯水午後７時～午後９時 ゴスペル体験会 勝見若佐さん なし 一般20人
12月13日◯木午後２時～午後３時30分 ふろしき120％活用講座 内山美穂子さん なし 一般12人
12月14日◯金午後７時～午後９時 デジカメで百年記念ホールを撮ろう！ 辻　博希さん なし 一般12人
12月15日◯土午前９時30分～正午

エッチングでクリスマスグラス作り 岡本清司さん
300円 小学生10人

12月15日◯土午後１時～午後３時30分 300円 一般10人
12月16日◯日午前10時～正午 本物そっくりスイーツデコ体験 yoshieさん 500円 一般12人

◆受講料　無料　　◆申込期限　講座日の１週間前

お仕事帰りの習い事！初心者油絵講座

◆日時　11月28日◯水、12月５日◯水、19日◯水、１月16日◯水、23日◯水、30日◯水、２月13日◯水、27日◯水、３月
13日◯水、27日◯水 

◆時間　午後７時～午後９時まで
◆材料費　807円（F6号キャンバス代）　◆持ち物　油絵道具一式（無い方は注文可14,056円）
◆場所　百年記念ホール絵画室　　　　◆講師　瀧川秀敏さん（帯広市在住、平原社美術協会会長）
◆対象　一般12人（応募者多数の場合抽選）　　◆受講料　5,000円 　　　◆申込期限　11月21日◯水 
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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

　５年目を迎える燦燦ミュージック、今回の記念
公演は、ギターとフルートによる地元演奏ユニッ
ト「グラッチェ95」の登場。大ホールにて「超癒
し空間」を御提供します、お見逃しなく。

◇開演　午後３時～　
◇場所　百年記念ホール大ホール　
◇チケット　入場無料

　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～午後８時30分
◇場所　百年記念ホール講堂
　受講料無料　申込期限　12 月３日

　昨年に引き続き、帯広演奏協会の皆さんによる
音楽物語です。ピアノ、フルート、オーボエ、ギ
ター、声楽にナレーション　十勝で活躍する演奏
家が一堂に会してのコンサートです。お楽しみに。

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由500円

　「オンリー・ユー」「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）

　百年ホールの定番　富良野GROUP公演の開催で
す。声、肉体、表情、人間が持つ圧倒的な存在感。
エネルギーの発露。最小限の舞台セットで、観客
を惹きつける演出、今回の「悲別」も絶対お勧め
です！

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席指定Ａ席3,500円、Ｂ席3,000円
（11/5発売開始）

出演：西川由華・高畠由香・波塚三恵子（ピアノ）
　　 赤部里美（フルート）

　クラシックの杜、今回は新春をピアノとフルー
トで彩る趣向を凝らした演出です。家族そろって
お楽しみください。

◇開演　午後２時30分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由500円

燦燦 MUSIC Vol.48
Grazie ’95 コンサート

11/17
◯土土

まなぶべ幕別「村松健のワークショップ 
「三線への誘いvol.2」

12/10
◯月月

プラターズ　日本ツアー 2012
12/16
◯日

クラシックの杜　Vol.19
新春音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」

１/20
◯日

クラシックの杜　VOL.18
音楽物語　ヘンゼルとグレーテル

12/26
◯水水

富良野 GROUP「明日、悲別で」
１/28
◯月月
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　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！

クレージーケンバンド ツアー 2012
幕別公演

11/21
◯水水

　十勝で活躍するゴスペルのサークル「Sisters」
のメンバーによるゴスペル体験会！日頃、ゴスペ
ルが気になっている貴方…この機会に思い切って
心の叫びを声にたくして歌ってみませんか？メン
バーが楽しく指導してくれます！

◇開演　午後７時～午後９時　
◇場所　百年記念ホール　講堂
　受講料無料　申込期限　12月５日

まなぶべ幕別「ゴスペル体験会」
12/12
◯水水



なつかしの子どもの本～昭和20年代から30年代の子どもたちへ～

　昭和20年から30年頃に親しまれた漫画、雑誌、絵本など、北海道立
図書館所蔵の珍しい本を展示します。
期　間　11月１日◯木～18日◯日 
場　所　忠類分館
※展示している本は、閲覧のみになります。

◇おはなし会
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ちるどらん
・11月８日◯木午前10時～11時
　幕別町図書館研修室
ババール
・11月17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
・11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
・11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
・11月16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》
・清水善雄さん
　お酒のラベルコレクション展
　11月１日◯木～29日◯木 

◇展示コーナー

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 11/30）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９ 時まで

11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）

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

11月の図書特別展示　「 本ノ本 」

日　時　11月１日◯木～29日◯木 

場　所　全館
よむとも2012もラストスパート！
読書には欠かせない「本」。
そんな「本」に関する本あります。

「おかしな本棚」
　　　　クラフト・エヴィング商曾/朝日新聞出版/2011.4
　作家の吉田篤弘・浩美夫妻のユニット、「ク
ラフト・エヴィング商會」の実際の本棚を、写
真とエッセイで紹介。著者が、「新刊書店の、
古本屋の、図書館の、友人の、そして自分の本
棚で、それがどのように並んでいるかによっ
て、同じ本が全く別の本に見えてくる」と文中
で語っているように、目にしたことがあるけれ
ど読もうとしなかった本が、なぜか読みたく
なってくるのが不思議です。エッセイも楽しい
「森の奥の本棚」がおすすめ。（T）

こちらもご一緒にいかがですか？
　平台がおまちかね　大崎 梢/東京創元社　/2008.6
　装丁物語　　　　　和田 誠/白水ブックス/2006.12

よみきかせの会ババール　忠類公演

日　時　12月２日◯日　午前11時～正午12時まで
場　所　ふれあいセンター福寿　多目的ホール
入場無料です。みなさんのお越しお待ちしています。

今月のおすすめ本

「カコ本市」（古本交換会）
図書館で除籍した本を、自由に持ち帰ることができます。
期　間　11月３日◯土～９日◯金
場　所　幕別町図書館　研修室
内　容　持ち帰りはお一人様1日30冊までです。
　　　　ご自宅の本の寄贈も受付しています。
　　　　＊百科事典・文学全集・マンガ・雑誌の交換はご遠慮ください。
《同時開催》
本は道連れ。３冊セットの「一緒に私も連れていって本」。
無くなり次第終了。お早めに。

今月の行事


