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２月の人権相談

◆日時　２月14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
■問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

２月の行政相談

◆日時　２月14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
　(新町・℡【幕】54‐5267)

今月のつぶやき あっちばらまき　こっちばらまき　ぼくは年中節分だい！　PN.やんちゃ坊主

■問　 問い合わせ先　　■問・■申　 問い合わせ・申込先

幕別町森林整備計画変更（案）の
縦覧について

　北海道が定める地域森林計画の変更に伴い、幕
別町森林整備計画変更（案）を策定しました。次の
期間で縦覧することができます。
　縦覧場所には意見箱を設置しますので、ご意見
をお聞かせください。
◆期間　２月12日◯火～３月８日◯金

　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
◆時間　午前８時45分～午後５時30分
◆縦覧場所　幕別町役場農林課、札内支所、糠内出
張所、忠類総合支所経済建設課

■問　農林課林務係（℡【幕】54‐6605）

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　12月19日　匿名　５万円×12件
　　　　　　　26日　匿名　６万円

　３日前の訪問販売で、認知症のある80代
の父が布団を購入し、内金２万円を払って
いた。そのとき、別の布団を下取りで持って
行かれたらしい。一度使ってしまったが、返
品できるだろうか。

　　  
質問Ｑuestion

　契約書を確認したところ、商品代金の21
万８千円から下取りの12万８千円が値引
きされており、内金の２万円を差し引いた
７万円を２回に分けて払うようになってい
ました。契約日から３日後の相談でしたの
で、クーリング・オフ期間につき、手続きの
助言をしました。
　この件では、クーリング・オフの通知を出
した３日後に、業者から返金があり、下取り
された布団も戻りました。

     
答えＡnswer

消費生活相談室から<相談事例>

幕別町消費生活相談室

幕別
電　話
相談日
場　所

0155-54-6606
火・木曜（毎月第３火曜除く）
（役場１階商工観光課内）

札内
電　話
相談日
場　所

0155-55-5800
月・水・金曜
（札内福祉センター内）

忠類
電　話
相談日
場　所

01558-8-2111
毎月第３火曜
（忠類コミュニティセンター内）

消費生活で何か困ったときには、
気軽にご相談ください。

クーリング・オフとは
　訪問販売や電話勧誘などで契約しても、
一定期間内なら無条件で解除ができる制度
で、商品を使用したとしても返品でき、ま
た、払ったお金も全額返してもらえます。

人事異動（１月10日付け）　（　）内は前職

＝　幕別町発令　＝
■部長職▲

総務部長（企画室長）古川 耕一　▲

企画室長兼企画室参事事務取扱（企画室参事）
  伊藤 博明▲

総務部付き（総務部長）増子 一馬

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

◆縦覧期間　２月23日◯土～３月９日◯土  

◆時間　 午前８時30分～午後５時
◆場所　幕別地域　役場総務課
　　　　忠類地域　忠類総合支所地域振興課
※閉庁日は、幕別地域は役場１階東側町直室、忠類
地域は忠類コミセン窓口で縦覧できます。

◆異議申出期間　縦覧期間中は、登録または修正
が可能です。異議のある場合は、文書で町選挙管
理委員会事務局へ申し出ください。

■問　町選挙管理委員会事務局
　　・役場総務課（℡【幕】54-6608）
　　・忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）
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≪平成 25 年度に委員を公募する付属機関≫
名　称 定数 公募枠 任期 改選期 内　容

幕別町健康づくり推進協議会 10人 ３人 ２年 ４月１日 保健福祉の増進などの町民の健康づくり対
策を協議する。

幕別町廃棄物減量等推進審議会 13人 ４人 ２年 ４月１日 一般廃棄物の減量化を推進するための方策
などに関する事項を審議する。

幕別町都市計画審議会 10人 ３人 ２年 ５月13日 都市計画区域の指定などの都市計画に関す
る事項を調査・審議する。

幕別町公営住宅委員会 10人 ３人 ２年 ５月13日 公営住宅の維持・管理と運営に関する事項
を調査・審議する。

幕別町表彰者選考委員会 10人 ３人 ４年 ９月１日
被表彰者（本町の自治・経済・社会・文化等の
発展に顕著な功績のあった方）の選考につ
いて審議する。

幕別町行政改革推進委員会 15人 ５人 ３年 11月26日 行政改革の推進に関する重要な事項を調
査・審議する。

附属機関の委員を公募します

　幕別町まちづくり町民参加条例に基づき、平成
25年度中に委員の改選期を迎える６つの附属機関
の委員を募集します。
◆公募の条件
・町内在住、または町内の事業所に勤務する方。
・複数の附属機関委員の委嘱を受けていない方。
・平成25年４月２日現在で20歳以上おおむね75歳
までの方。

◆応募期限　２月28日◯木

◆申込書の請求・提出先　役場総務課、忠類総合支
所地域振興課、札内支所、糠内出張所のいずれか
に請求・提出してください。

　　町のホームページから申込書様式をダウン
ロードできます。

◆記載上の注意点　申込書には、希望される附属
機関名を第１希望から第３希望まで記入してく
ださい。

※郵送やFAXによる申し込みもお受けします。
◆委嘱について
・公募条件に適合された方全員を候補者名簿に登
録します。（１年間有効）

・改選期を迎える附属機関から順に、候補者名簿
登録者の中から委員を委嘱します。

・応募者多数の場合は、応募された方全員を委嘱
できないことがありますので、ご了承ください。

・委嘱の可否は、選考終了後に文書で通知します。
■問　 総務課総務係
　　（℡【幕】54-6608　Fax【幕】54-3727）

幕別町住生活基本計画（原案）にご意見をお寄せください

　町では、平成19年度に住宅施策の基本方向を定めた「幕別町住宅マスタープラン」を策定し、総合的な
施策展開を行ってきました。しかし、その後約５年が経過し、まちをとりまく社会・経済状況が変化して
きています。
　このような背景を踏まえ、より効果的な住宅施策を推進していくため、本マスタープランを見直し
「幕別町住生活基本計画」の策定を行うことになりました。
　この住生活基本計画の策定にあたり、次のとおり広く住民の皆さまからご意見を募集します。

■問 都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

　パブリックコメント（意見の公募）
■意見を求める名称　幕別町住生活基本計画（原

案）について
■資料の閲覧・配布　役場４階（都市施設課）・忠

類総合支所１階ロビー・札内支所・糠内出張所
※町ホームページからも閲覧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「住生活基本計画（原案）」、住所、氏名
を記入のうえ提出してください。

■提出できる方　町内に存住の方、町内に通勤ま
たは通学している方、事業所等を町内に有する方

■意見の提出先　幕別町建設部都市施設課（役
場４階）〒089-0692　幕別町本町130番地　
FAX0155-55-3010

Eメール　jyutakukakari@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　２月１日◯金から２月15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。（土曜日、日曜日、祝日を除く。）

■その他　提出いただいた意見に対する個別の回
答は行いませんので、ご了承ください。

今月のつぶやき 今年は恵方巻きを２本食べる！　PN.まめつぶ商店
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　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　２月８日◯金　午後１時30分～午後４時
◆場所　忠類農業協同組合
■問　 福祉課社会福祉係（℡【幕】54-3811）

献血のお願い

刃物とぎ講習会

　幕別技能士会の活動の一環として、ボランティ
アで刃物とぎ講習会を開催します。ご自宅で切れ
味の悪くなった刃物を持参の上、会場に直接お越
しください。（カンナ・ノコなどは対象外です）
◆日時　２月17日◯日　 午前10時～午後２時
◆場所　幕別地区　町民会館ロビー
　　　　札内地区　札内福祉センターロビー
■問　・幕別地区
　　　遠藤（℡【幕】54-2496・携帯090-8909-1312）
　　・札内地区
　　　八巻（℡【幕】56-4604・携帯090-3899-0010）

幕別町「葬斎場管理業務」公募型プロポーザ
ルの実施について

　幕別町葬斎場管理業務について、次のとおり公
募型プロポーザルを実施します。
◆業務名　　幕別町葬斎場管理業務
◆業務期間　平成25年４月１日～平成30年３月31日
◆業務内容　葬斎場の火葬業務と清掃・管理業務
◆参加資格
①幕別町競争入札参加資格者名簿に登載されて
いる事業者で（技術提案書提出までに登載予定
も可）町内に本社または営業所を有すること

②十勝管内において葬斎場管理業務（火葬業務を
含む）の受託実績を有すること

③火葬業務従事者を１人（火葬が複数の場合は２
人）確保し、その他代替従事者を常に確保でき
ること

④警備業（１号）の認定を有していること（技術提
案書提出までに取得する見込みのものも可）

⑤国税および地方税に未納がないこと
◆参加申込　必要項目を参照の上、業務説明会に
参加し、「参加の意向確認書」を提出してくださ
い。

　※「公募要項」は町民課にあります。
◆業務説明会日時・場所
　２月12日◯　火 午後３時から　役場４階会議室
■問　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

　まくべつ農村アカデミーでは、農業後継者や経
営者等を対象に、農業経営・技術を学ぶ研修生を募
集します。また、短期で農業体験を希望する方も随
時、募集しています。
◆募集内容
ニューファーマー研修（２年間）
○学校卒業者やＵターン者、後継者の配偶者を対象
　とします。
リーダー研修（２年間）
○おおむね30～40歳の中堅農業者を対象とします。
短期研修（１年間）
○町内農業後継者で、町内の他農家での実践研修を
　希望する方、または就農希望以外で短期間の農業
　体験を希望する方（町外者も可）を対象とします。
※公社宿泊棟を利用できます。

聴講制度（１年間）
○農業者、農業実習生、農業に関心のある町民を対
　象とします。（おおむね40歳までの方）

◆申込期限　３月15日◯金

※願書は、公社でお渡しします。また、ホームペー
ジからもダウンロードできます。

■問・■申　幕別町農業振興公社（℡【幕】57‐2711）
※詳しくは農業振興公社のホームページをご覧く
ださい。

　http://north.hokkai.net/nogyosinkokosya/
　町ホームページからもリンクしています。

まくべつ農村アカデミー
第18期研修生の募集

　保健福祉センター内にある陶芸室の利用者を募
集します。
◆対象　おおむね65歳以上の方で構成されている
陶芸サークル　

◆利用料　無料
◆申込期限　２月15日◯金

■問・■申　福祉課社会福祉係
　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

保健福祉センター陶芸室利用者の募集

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について

　公職選挙法の規定に基づき、平成24年１月から平成24年12月までの閲覧状況を公表します。
閲覧申出者 閲覧年月日 閲覧に係る選挙人の範囲（投票所）

朝日新聞北海道支社報道センター長　千葉光宏 ６月13日 第15投票区（北栄町近隣センター）
一般社団法人中央調査社会長　西澤豊 11月15日 第９投票区（札内東コミュニティセンター）
株式会社十勝毎日新聞社代表取締役社長 林浩史 11月20日 全23投票区

※利用目的は、いずれも世論調査の対象者名簿作成のため。
※在外選挙人名簿抄本の申し出はありませんでした。
■問　町選挙管理委員会事務局（総務課内・℡【幕】54-6608）

今月のつぶやき 福を呼び込む！　PN.バタコさん
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募集職種 嘱託保健師

雇用期間 平成25年４月１日～平成26年３月31日

賃 金 月額212,700円

勤務場所 保健福祉センター

募集職種 臨時保健師

雇用期間 平成25年４月１日～平成25年12月31日

賃 金 日額8,920円

勤務場所 ふれあいセンター福寿

≪共通事項≫
◆募集人数　各１名
◆応募資格　保健師資格、普通自動車免許取得者
◆勤務日・時間
　月曜から金曜日　午前８時45分～午後５時30分
◆提出書類　履歴書（顔写真添付）、保健師免許
◆提出期限　２月18日◯月必着
◆面接日　後日連絡します。
■問・■申　 保健課健康推進係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

保健師の募集

農業振興公社（新和）
募集職種 一般事務補助員
募集人員 １人

応募資格 普通自動車運転免許取得者
パソコンを操作できる方

勤 務 日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
勤務場所 町農業担い手支援センター（新和）
賃 金 日額6,360円
雇用期間 12カ月未満

◆登録有効期間
　平成25年４月１日◯月～平成26年３月31日◯月

◆提出書類　臨時職員申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
◆提出期限　２月15日◯金必着
◆提出先　農業振興公社、役場農林課、忠類総合支
所経済建設課、札内支所

◆面接日　後日、連絡します。
■問　 農業振興公社（℡【幕】57-2711）

臨時職員募集（事務補助員）

　現在登録している方も、再登録が必要です。
高齢者就労センター

業務内容 公園の清掃管理、歩道の草取り、一般家
庭の庭木のせん定、草取り、除雪など

応募資格
町内在住のおおむね60歳以上の健康な
方で、社会活動に積極的に参加意欲の
ある方

賃 金 一般作業　時給　730円～
除雪作業　時給1,200円～

◆募集期間　２月１日◯金～ 28日◯木

◆申込先　町社会福祉協議会（保健福祉センター
内）、町社会福祉協議会忠類支所（ふれあいセン
ター福寿内）、札内支所、糠内出張所

◆その他　登録には印鑑と口座番号が確認できる
ものを持参ください。

  後日、説明会を予定しています。
■問・■申　町社会福祉協議会（高齢者就労センター・

℡【幕】55-3800）

平成25年度高齢者就労センター会員募集

　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　２月１日◯金～ 18日◯月

◆申込受付期間　２月15日◯金～ 18日◯月

◆募集予定の団地と公募予定戸数　　道営若草団
地（高齢者等世帯向け）２ＬＤＫ１戸 

※詳しくはお問い合わせください。
■問　 (株)エーワンホーム（帯広市西８条南13丁目
２番地・℡0155-22-2013）

道営住宅の入居者募集

今月のつぶやき 恵方巻お腹いーっぱい食べたい★　PN.食いしん坊

ふるさと味覚工房（新和）
募集職種 指導員(常勤)

募集人員 １人

勤 務 日 木～月曜日（火・水曜日、祝日は休み）

募集職種 補助指導員(非常勤)

募集人員 １人

勤 務 日 水曜日（不定期で土・日勤務あり）

勤務日数 年間80日程度

≪共通事項≫

業務内容 食品加工や調理の指導等

応募資格 栄養士または食品衛生管理者の資格を
有する方

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃　　金 日額7,150円（通勤手当あり）

雇用期間 平成25年４月１日～平成26年３月31日

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
※専用の申込書は、提出先にあります。
◆提出先　農業振興公社、役場農林課、忠類総合支
所経済建設課、札内支所

◆提出期限　２月14日◯木

◆面接日　２月下旬　※詳細は後日連絡します。
■問　 農業振興担当（℡【幕】57-2711）

ふるさと味覚工房指導員募集
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文化賞（高校生以上）

①本町における芸術、科学、教育（義務教育を除
く）、その他の文化の向上推進、または研究を20
年以上続けている方。ただし、事績が特に顕著な
方は、20年未満でも可。

②全国的な文化行事である展覧会・発表会等で入
賞した方。

③全道的な文化行事で上位入賞した方。

文化奨励賞（高校生以上）

①本町における芸術、科学、教育（義務教育を除
く）、その他の文化の向上推進、または研究を10
年以上続けている方。ただし、事績が特に顕著な
方は、10年未満でも可。

②全道的な文化行事で入賞した方。
③全十勝的な文化行事で最優秀賞の方。

少年文化奨励賞（小・中学生）

①全国的または全道的な文化行事で入賞した方。
②全十勝的な文化行事で最優秀賞の方。

文化・スポーツ賞・奨励賞の対象者を推薦してください

◆表彰対象者　町内に在住の個人または主たる事務所を町内に有する団体。

※各賞の詳細は、推薦状に添付している推薦要領でご確認ください。
◆表彰の制限　当該表彰の対象となった功績が異なる場合を除き、同一の表彰を重複して受賞できません。
◆提出書類　
・所定の推薦状（教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、札内支所、糠内出張所にあります）
・成績等を証明するもの（賞状、プログラム、新聞写し等）
◆推薦対象期間　平成24年３月１日◯木～平成25年２月28日◯木

◆推薦期限　平成25年３月１日◯金

◆表彰日　　平成25年３月20日◯水

◆推薦状の提出先　教育委員会生涯学習課、忠類総合支所生涯学習係、札内支所、糠内出張所
■問　教育委員会生涯学習課（℡【幕】54-2006）

スポーツ賞（高校生以上）

①地域、団体の体育およびレクリエーションの健
全な普及発展のために、20年以上その指導的役
割を果たし、功労が顕著な方。

②全国的または全道的競技大会において、優秀な
成績もしくは記録をおさめた個人や団体。

スポーツ奨励賞（高校生以上）

①全道的な競技大会の入賞者または入賞に相当す
る記録をおさめた個人や団体。

②全十勝的な競技大会の優勝者または優勝に相当
する特に優秀な記録を樹立した個人や団体。

ジュニアスポーツ奨励賞（小・中学生）

①全国的または全道的な競技大会で上位入賞した
個人や団体。

②全十勝的な（東北海道または相当するものを含
む）競技大会の優勝者または優勝に相当する特
に優秀な記録をおさめた個人や団体。
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いじめ防止啓発標語の優秀作品を紹介します

　幕別町いじめ問題等対策委員会では、いじめ防止啓発活動の一環として標語を募集しました。
　多くの皆さんが問題意識と関心をもって応募してくれました。（応募総数273作品、優秀賞36作品）
　小学４年生～６年生は３月号に、中学生は４月号に掲載する予定です。

　【小学１年生】
　  やめようよ　じぶんがされて　いやなこと　　　　（糠内小学校　　　後村　奏汰）
　  がっこうを　すきになったら　たのしいね　　　　（古舞小学校　　　松田　実紗希）
　  はなそうよ　きっとこころが　かるくなる！　　  （札内北小学校　　伊藤　未来）

　【小学２年生】
　  ケンカして　「ごめんね」「いいよ」で　なかなおり  （幕別小学校　　　石本　大誉）
　  うれしいな　みんなさそって　てをつなぐ　　　　（糠内小学校　　　齊藤　琉唯）
　  聞かせてよ　きみの心の　ＳＯＳ　　　　　　　　（札内南小学校　　小熊　雛）
　  おなじだよ　あなたとわたし　きみとぼく　　　　（札内北小学校　　大越　晴）

　【小学３年生】
　  思いやり　大切なのは　つたえ方　　　　　　　　（明倫小学校　　　平野　雄大）
　  ひとことが　きずつくこころ　かんがえて　　　　（札内南小学校　　長瀬　晋也）
　  みんなでね　なかよくあそぼう　えがおのわ　　　（札内南小学校　　山岸　健太）　
　  まけないで　どんなときでも　みかただよ　　　　（札内北小学校　　桑原　浩夢）

◆定員　35人
※定員を超えた場合は抽選により決定します。
◆活動内容　年間９回の学習会を開催します。

◆対象　活動日となる土・日曜日の参加が可能な
町内在住の新小学５年生

◆期間　平成25年４月～平成27年２月（２年間）
◆費用負担　年間6,000円（教材費、保険料ほか）
◆申込期限　２月15日
※申込書は、ふるさと館、各小学校にあります。
■問・■申　ふるさと館（℡【幕】56-3117）
※月曜日と火曜日は休館日です

ふるさと館ジュニアスクール生募集

　グループ活動を通して生きがいのある人生を創
造するため、しらかば大学を開設しています。
◆対象者　町内に在住の満60歳以上の方（平成25
年４月１日現在）

◆学習内容

教養科目 健康管理や保健衛生、地域社会な
ど、教養に関すること

専門科目

幕別校
札内校

毛筆、硬筆、軽スポーツ、園芸、ちぎ
り絵、手芸、陶芸から１科目選択

南幕別校 カラオケ

ナウマン校
手芸、カラオケ、民謡、パークゴル
フ、ゲートボール、ダンスから１科
目選択

※原則、教養と専門科目を月１回ずつ開講。
※４年制で、出席することにより単位を認定。進
級・卒業・大学院進学となります。

◆学習場所　町内の社会教育施設など（福祉バス
が利用できます）

◆申込期限　３月12日◯火

■問・■申
　【幕別校・札内校・南幕別校】
　　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）
　【ナウマン校】　　　　　　
　　忠類総合支所生涯学習係（℡【忠】8-2201）

平成25年度しらかば大学新入生募集

▲ふるさと館ジュニアスクール野鳥観察

今月のつぶやき 節分。あなたは豆まき派？恵方巻き派？　PN.両方派な私
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◯月◯火◯水◯木◯金◯土◯日

リフレッシュ教室

◆日時・場所　
・札内福祉センター 1階和室 ２月18日◯月・25日◯月

・幕別トレセン武道場　３月４日◯月・11日◯月

※いずれも午後７時～午後８時30分
◆内容　「ヨガ」　
　ゆったりとした呼吸を入れながら、じっくり体

を動かしていくヨガです。全４回で徐々に「体と
心」をほぐします。自宅でも簡単に実践できるヨ
ガを身につけられます。

◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　２月８日◯金

※当日参加も受け付けます。
◆主催　町スポーツ推進委員会
■問・■申　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

「ＺＵＭＢＡ(ズンバ)」体験講座

　ラテン系の音楽とダンスを合わせた、新しいダ
ンスフィットネスエクササイズです。気軽に、楽し
くエクササイズしませんか？
◆日時　2月24日◯日　 午後７時～午後８時
◆場所　百年記念ホール（講堂）
◆講師　ＺＵＭＢＡインストラクター
◆対象者　高校生以上の町民
◆参加料　無料
◆主催　　幕別町教育委員会
◆募集人数　50人（定員になり次第締め切り）
◆持ち物　上履き用の運動靴・タオル・水分補給用
飲み物（参加者１本ジュース付き）

※詳細は、各体育館等にてチラシを配布しており
ますのでご確認ください。

■問　・教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）
　　・札内スポーツセンタートレーニング室
　　　（℡【幕】56-1044）

◆日時　２月３日◯日～３月24日◯日　
　毎週日曜日（計８回）　午前10時～正午
◆場所　札内北コミュニティセンター
◆参加料　無料
◆講師　茶木広良さん（公益社団法人　日本ダン
ススポーツ連盟公認指導員）

◆服装　普段着、運動靴
◆内容　ディスコ、マンボ、ブルースほか
◆申し込み　当日、会場で受け付けます。
■問　 茶木（℡【幕】56-3286）

人生学博士の茶木さんによる初心者ダンス
スポーツ講習会

３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～ ４、11、18、25日◯月 ５、12、19、26日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 12、26日◯火 ７、21、28日◯木 ４、11、18日◯月 １、15、29日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 15日◯金 27日◯水

19:30～ ５、19日◯火 ８日◯金 25日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ １、29日◯金 13日◯水

19:30～ 14日◯木 22日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ８、22日◯金 ６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～ ７、14、21、28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。

広報１月号の訂正について

　広報まくべつ１月号８ページの「確定申告・町道
民税申告の日程表」に誤りがありましたので訂正
し、あわせてお詫び申し上げます。

誤　２月21日◯木
　　２月22日◯金 共栄町・西町・若草町

正　２月21日◯木
　　２月22日◯金 北栄町・西町・若草町

今月のつぶやき 今年も嫁に本気で豆ぶつけられるのかな　PN.豆まきしたい鬼



午後12時30分頃～ 午前10時～午後１時

午前11時頃～

（大人10名・子供５名 限定）

開会式前

「幕別～札内～会場」間の連絡車両を運行します。
【行き】　役場発（8：30）→札内支所発（8：50）→会場着（10：00） 【帰り】　会場発（14：00）→札内支所着（15：10）→役場着（15：30）

※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　２月14日　午後５時30分まで　　申込先　商工観光課（℡【幕】54-6606）

催し（講座・スポーツ）
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■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

春までにきれいをめざそう！
エステで自分磨き講座

◆日時・内容

日程 内容
２月16日◯土 楽しく簡単、フェイシャルケア♪

23日◯土 メイクレッスンと眉美人へのすす
め

３月９日◯土 めざせ、ビューティーハンド！
16日◯土 女子力アップで、大変身！

　（午前コース）　午前10時～正午
　（夜間コース）　午後７時～午後９時
◆場所　幕別町百年記念ホール　控室2
◆講師　上田優香さん
　（「Beauty エステ＆メイクサロン Daisy」主宰） 
◆対象　高校生以上、各コース10人
　　　　(応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　一般2,000円　高校生800円 
◆材料代　500円（フェイシャルマッサージクリー
ム、ネイルお手入れセットなど）

◆持ち物
　手持ちの化粧道具、ティッシュ、タオルなど
◆申込期限　２月９日◯土 

手作り納豆で毎日元気！
手軽に納豆作り講座

◆日時　２月28日◯　木 午前10時～午後１時
◆場所　幕別町百年記念ホール　調理実習室
◆講師　笹川良子さん（町内在住） 
◆対象　一般10人
◆受講料　500円
◆材料代　100円（大豆、納豆菌、容器他）　
◆持ち物　エプロン、バンダナ、フキン
◆申込期限　２月21日◯木 

平成24年度生涯学習講座
「受講生作品展＆プチ講座」のお知らせ

◆期間　３月９日◯土から３月17日◯日 

　　　　午前９時～午後６時
◆場所　幕別町百年記念ホール ギャラリー
〇作品展は観覧無料です。受講生の力作をご覧く
ださい。

〇プチ講座は作品展開催中に日替わりで行いま
す。受講料無料でどなたでも気軽に体験できま
す。

（詳しくは３月号に掲載します）

お楽しみ交流バレーボール大会

◆日時　３月３日◯　日 午前９時～
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆チーム編成　当日、抽選により男女混成チーム

を編成
◆競技方法　 男女混成９人制(特別ルール)
◆参加料　一人300円(保険料含む・当日納入)
◆申込期限　２月22日◯金

◆その他　参加賞とお楽しみ抽選会があります。
◆主催　町バレーボール協会
■問・■申　町バレーボール協会事務局・坂口
　　　　(℡【幕】54-3091　夜間のみ)

第８回幕別町冬季テニポン交流大会

◆日時　２月12日◯火

・開会式 午前９時10分・試合開始 午前９時30分
※午前11時30分頃終了予定
◆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）
◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　２月５日◯火 

◆主催　町テニポン協会
■問・■申　町テニポン協会事務局・佐野
　　　　（℡・FAX【幕】56-4792）

第８回幕別町バスケットボール大会

◆日時　３月23日◯土　午前９時～午後５時(予定)
◆場所　札内スポーツセンター
◆内容　中学生・高校生・社会人の混成試合（中学
生・女子混成チームとの試合の場合変則ルール
を適用）の予定

◆募集内容
①町内在住または町内に勤務・通学している方
②原則男子５名以上でのチーム編成とする（女子
混合も可）

③審判協力、テーブルオフィシャル協力を要する
◆参加料　3,000円
◆申込期限　２月22日◯金　日程の都合により、申
込み多数の場合は先着順といたします。

◆主催　町バスケットボール協会
■問・■申　幕別町バスケットボール協会・近藤
　　　　（℡090-7655-7357）

◆日時　２月22日◯金　午前10時～午後４時15分
◆場所　百年記念ホール
◆内容　芸能発表、みんなの参加コーナー、作品展示
◆主催　老人クラブ連合会
■問　 老人クラブ連合会事務局（℡【幕】54-3811）

シルバーふれあい愛まつり

今月のつぶやき 今年も鬼になる季節がやってきた。　PN.ねずみ男



午後12時30分頃～ 午前10時～午後１時

午前11時頃～

（大人10名・子供５名 限定）

開会式前

「幕別～札内～会場」間の連絡車両を運行します。
【行き】　役場発（8：30）→札内支所発（8：50）→会場着（10：00） 【帰り】　会場発（14：00）→札内支所着（15：10）→役場着（15：30）

※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　２月14日　午後５時30分まで　　申込先　商工観光課（℡【幕】54-6606）
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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

　20回目を迎えた「クラ杜」。
　今回の出演は十勝を代表するフルーティスト赤
部里美さんと波塚三恵子さんによるリサイタルで
す。ピアノとフルートの名曲をたっぷりとお楽し
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1,000円
　　　　　（高校生以下500円）

　羽幌町出身のシンガーソングライターみのや雅
彦さんが前回の約束通り再び幕別に！
　圧倒するボーカルと抱腹絶倒トーク、時には涙
･･･こんなステージがみのや雅彦の真骨頂。
　元気がもらえる「みのやステージ」絶対オススメ
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　全席指定3,000円

　アイヌの人たちの伝統的な木彫り、あの熊の芸
術品を多数コレクションする門脇さん秘蔵の逸品
を展示します。時代や作者よって異なる奇跡の彫
刻の数々をご堪能ください。

◇開演　午前10時～午後５時まで
◇場所　百年記念ホールギャラリー
◇入場　無料

　アマチュアバンドフェスティバル「まっくス
トック2013」は、今年も開催が決定！年代、構成、
ジャンル等は一切問いません。十勝で活動する熱
きバンドを募集します。
　お申し込みは２月５日まで。

◇開演　午前11時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　500円

クラシックの杜　VOL.20
波塚三恵子＆赤部里美リサイタル

2/2
◯日日

みのや雅彦ライブ
北海道特別巡業～心には青い空～

3/2
◯土土

アマチュアバンドフェスティバル
まっくストック2013

3/24
◯日日 木彫りの羆

くま

　収集家　門脇コレクション
木彫りの羆展

3/20

～

3/31

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

　今年のバレンタインコンサート　出演は十勝を
代表するベーシスト佐々木源一さんと仲間達が登
場！ワインを片手にたっぷりとｊａｚｚをお楽し
みください。

◇開演　午後６時～
◇場所　ふれあいセンター福寿
◇チケット　全席自由　1,000 円

バレンタインコンサート in 忠類
2/10
◯日日

　クラ杜Vol.21は「チェロとベーゼンドルファー
の出合いから生まれるもの～春への誘い～と題し
てバッハ、メンデルスゾーン他をたっぷりとお贈
りします。お楽しみに。

◇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 1,000 円
　　　　　（高校生以下500円）

クラシックの杜　Vol.21
佐藤祐一（チェロ）＆波塚三恵子（ピアノ）

3/3
◯日日

　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音楽祭です。
　懐かしい昭和の歌謡ナンバーをお楽しみくださ
い。

◇開演　午後１時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由　500円

　超人気コンサート「葉加瀬太郎クラシックシア
ターⅢ」が百年記念ホールで開催！天才バイオリ
ニスト葉加瀬太郎の「情熱大陸」お聴き逃しなく！

◇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7,000円
　●ローソンチケット　Ｌコード：14035
　　（窓口販売はありません）
※一般販売は２月 25 日午前 10 時～

日日医工presents 葉加瀬太郎
クラシックシアターⅢsupported by Iwatani

4/25
◯木

第２回　万城目正記念
とかち歌謡音楽祭

4/27
◯日日



「浴 室」

（ジャン＝フィリップ・トゥーサン　集英社/1990.1）

　1985年秋、フランス。28歳の新人が書いた不思

議な小説に注目が集まった。物語は奇妙である。

語り手で、主人公でもある青年が、いつごろから

か、『浴室』で時を過ごすようになってしまう。妻

と子どもたちがバカンスに出かけた後、「テレビ

を見るのをやめた」、突然そう決心した男の身に

生じるひと夏の出来事を描いた『テレビジョン』

もおすすめ。

こちらもご一緒にいかがですか？
雲の縁側（八木 忠栄　思潮社/2004.4）
中二階 （ニコルソン・ベイカー 白水社/1997.10）

◇おはなし会
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ちるどらん

・２月14日◯木 午前10時
　幕別町図書館 研修室

ババール

・２月23日◯ 土 午前10時30分
　札内分館

あっちこっち紙芝居

・２月２日◯ 土 午前10時30分
・２月16日◯ 土 午前10時30分 
　札内分館
※１月から開始時間が変更になりました

おはなしの小箱

・２月27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

・２月15日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

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

２月の図書特別展示　イマドキ絵本のススメ
２月１日◯金～27日◯水　全館

近年出版された絵本の中から

全国の絵本屋さんと

幕別町図書館職員が

おすすめの本を紹介します

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２/28）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９ 時まで

２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

■休館日
■札内分館夜間延長（午後８時まで）

まくべつ町歴史散歩

　細
ほそや

谷十
じゅうだゆう

太夫と万
まんじょうめ

城目 正
ただし

時代も生き方もまったく異なる二人の生涯と接点を軸に幕別町の
歴史をたどります。

◆日時　２月14日◯木　午前10時～11時30分
◆場所　百年記念ホール学習室１
◆定員　30人（多数申し込みの場合は、先着順と
　　　　します。）
◆講師　小助川勝義さん（幕別町郷土文化研究員）

◆申込　札内分館　℡【幕】56-4888

今月のおすすめ本

▲小助川勝義さん

▲役場を訪れた万城目正
▲

晩
年
の
細
谷
十
太
夫


