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町のホームページが新しくなりました

　２月１日、町のホームページが新しくなりました。
　新しいホームページでは、スマートフォンへの対応や、外国語（英語、韓国語、中国語（２種））
に翻訳する機能を設置したほか、災害時には、災害情報の発信を行い、大規模な災害時には、通信環
境の悪化に備え、ホームページ上の画像や不要な情報を無くした軽いホームページに切り替える機能
を導入しました。

ＵＲＬ　http://www.town.makubetsu.lg.jp/
※ホームページの閲覧には、InternetExplorer Ver.7以上、Firefox、
GoogleChrome等、ホームページを閲覧するソフト（ブラウザ）が必要です。

　また、利用者の利便性の向上のため、「くらし・手続き」「健康・
福祉・子育て」「教育・文化・スポーツ」「観光・産業・ビジネス」
「防災・消防」「町政情報」の６つに情報を分類し、その他に、「人
生のできごとから探す」のコーナを設けるなど、目的の情報を
見つけやすいようになりました。文字の大きさ、見出しのデザ
イン、メニューの配置場所の統一など、閲覧する方が使いやす
い工夫をしています。　

観光情報サイトの開設

▲

　インターネット上に散
在する、ツイッターやブ
ログ、写真やユーチュー
ブから幕別町の観光に関
する情報を自動的に収集
し表示する「幕別町観光
情報サイト」を開設しま
した。町内の食べ飲み処
も掲載しています。

▲幕別町観光情報サイト

▲新しい町のホームページ

▲スマート
フォンに対
応しました。

■問　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

スクールバスの住民利用を拡充します

　現在、児童生徒の登下校時のスクールバスにお
いて、運行に支障のない範囲で住民の皆様にご利
用いただいていますが、本年４月から住民の交通
の確保と利便性の向上を図るため、次のとおりス
クールバスの住民利用を拡充します。
◆拡充する内容
⑴　運行路線上において乗車できます。
⑵　本町地区まで運行している路線は、終点を幕
別駅まで延長します。
⑶　札内地区まで運行している路線は、終点を札
内駅南側（人道跨線橋南口前）まで延長します。
⑷　忠類地区は、忠類バス待合所からも乗り降り
できます。

※利用にはあらかじめ登録が必要ですので、詳細
はお問い合わせください。

■問　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

平成25年度　幕別町広報モニターを募集し
ます

　町民参加によるわかりやすく親しみやすいれる
広報活動を進めるため、「広報まくべつ」への意見
をお寄せいただく、広報モニターを募集します。
◆内容　「広報まくべつ」への意見や感想、提案な
どを報告。

◆任期
　平成25年４月１日◯月～平成26年３月31日◯月

◆謝礼　幕別町商工会発行の商品券　5,000円分
◆募集人数　６人
◆応募資格　15歳以上の町内在住の方
◆応募方法　希望の方は電話でご連絡ください。
　申込書を郵送します。申込書に必要事項を記入
し提出してください。

※申込多数の場合は選考により決定します。
◆申込期日　３月22日◯金

■問・■提　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）
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今月のつぶやき よーし！今年はひな祭り女子会企画しよーっと♪　PN.ちらし寿司大好き 

３月の人権相談

◆日時　３月14日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　桐山武博さん、佐藤恵子さん
■問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

３月の行政相談

◆日時　３月14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)

議会を傍聴しませんか

　３月開催の町議会定例会の予定は次のとおりです。
◆日程

日時 内容
３月５日◯　火火 午前10時～ 行政報告、議案審議
３月12日◯　火火 午前10時～ 一般質問
３月13日◯水　 午前10時～ 一般質問
３月14日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議
３月22日◯金　 午前10時～ 議案審議

※日程は一般質問の人数などによって変更される
ことがあります。

◆予算審査特別委員会
日時 内容

３月18日◯月　 午前10時～
３月19日◯　火火 午前10時～
３月21日◯木　 午前10時～ 予備日

◆場所　役場５階本会議場
■問　議会事務局（℡【幕】54-6626）

平成25年度乳・肉用牛の入牧希望を取りま
とめます

　乳・肉用牛の町営牧場への入牧希望の取りまと
めを行います。詳しくは問い合わせください。
◆対象となる牛　入牧日現在、６カ月以上の牝牛
◆入牧料　１頭１日230円(当歳馬は90円)
◆申込期限　３月22日◯金

◆その他　予防接種の日程は、後日希望者に連絡
します。※放牧中の事故は、町では補償できませ
んので、ご承知願います。

■問　・農林課牧場係（℡【幕】54-6605）
　　・忠類総合支所経済建設課牧場係（℡【忠】８-2111）

町税の納税相談窓口を開設します

　納期ごとの支払いが困難な方、分割での支払い
を希望される方などで、平日は昼間に相談ができ
ない方は、「納税相談窓口」を開設しますので、ご利
用ください。
◆日時　３月23日◯土～３月26日◯火火

○役場２階税務課、札内支所
　平日夜間　午後８時まで
　　　　　　（札内支所は午後５時30分～８時）
　土・日　午前10時～午後４時
○忠類総合支所１階地域振興課
　平日夜間　午後８時まで
◆持ち物　印鑑
■問　・税務課納税係（℡【幕】54-6603）
　　・忠類総合支所地域振興課税務管財係
　　　（℡【忠】８-2111）

国民健康保険の届け出は14日以内に

　進学や就職、退職などで、国民健康保険への加入
や脱退などをするときは、14日以内に届け出をし
てください。
◆退職などで健康保険がなくなった方
　　加入していた健康保険の喪失日が分かる書類、印

鑑が必要です。倒産や解雇などで失業した方は、雇
用保険受給資格者証もお持ちください。

　　また、厚生年金や共済年金などから老齢（退職）年
金を受けられる65歳未満の方は、加入期間の確認が
できる年金証書などを併せてお持ちください。

◆就職などで新たに健康保険証ができた方
　　新しい健康保険証、今までお使いの国民健康
保険証、印鑑が必要です。

◆国民健康保険証の特例制度
　　学生や施設入所などで本町に住所を有しない
方でも、届け出により特例で交付されます。

　　保険証、在学（入所）証明証、印鑑が必要です。
※必要書類以外に、委任状などが必要になる場合
もあります。

■問　町民課国保医療係（℡【幕】54-6602）

窓口業務の時間を延長します

　転出入など住民異動の多い時期に合わせ、下記
のとおり窓口業務の時間を延長しますのでご利用
ください。
◆期間　平成25年３月28日◯木～４月３日◯水まで
◆時間　平日は午後７時まで、土・日曜日は午前８

時45分から午後５時30分まで窓口を開設します。
◆対応窓口　役場町民課住民年金係、忠類総合支

所住民生活係、札内支所
◆対応業務　窓口業務は通常業務を行いますが、
次の場合は受付できない業務もあります。

①他の官庁および自治体が閉庁していることによ
り、対応ができない業務。

②延長窓口以外の部署に関わる業務
■問　町民課住民年金係（℡【幕】54-6602）
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■問　 問い合わせ先　　■問・■申　 問い合わせ・申込先

　２年間住んだ賃貸アパートを退去した
が、ストーブの分解掃除やハウスクリーニ
ング等の代金を敷金から引かれた。契約書
には退去時のクリーニングなどの特約条項
はなかった。敷金を返してほしい。

　　  
質問Ｑuestion

　敷金というのは、本来、入居者が家賃滞納
や不注意等で設備を破損した場合の損害を
担保するために、大家に預けるものです。今
回の件では、入居者に家賃滞納がなく、故意
や過失による設備の破損がないとのことな
ので、敷金は返してもらえるということに
なります。
　退去時に請求された修理代等を言われる
ままに払ってしまいがちですが、通常の使
用で劣化したものは入居者の負担とはなり
ません。たとえば畳やクロスの日焼け、画
びょうの跡などは大家の負担、たばこの焦
げ跡や壁のくぎ穴、キャスターによる傷な
どは入居者の負担となります。
　進学や転勤のシーズンです。消費生活相
談室ではトラブルにならないよう、北海道
宅地建物取引業協会発行の冊子｢原状回復
のてびき｣を無料で差し上げていますので、
参考にしてください。

     
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
火火・木曜（毎月第３火火曜除く）
（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。

古衣料・牛乳パック回収

◆消費者協会事業　12月の回収量は367kgでした。
◆回収できるもの　綿50％以上で洗濯済の布、衣

類、タオルです。毛布は素材に関係なく回収します。
◆回収できないもの　ジーパン等の厚地のもの
や、裏地のあるもの、靴下、50センチ四方以下の
小さなもの。汚れのひどいもの。

◆日時・場所　３月９日◯土　午前９時～ 10時30分
　札内福祉センター
◆古衣料は捨てないでリサイクル
　　ウエスに加工され空港や整備工場でオフィ
ス・ビル清掃で使われています。

■問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

くりりんセンターへのごみの自己搬入につ
いて

　引っ越しシーズンとなるこれからの時期は、ご
みの持ち込みが増え、受け入れが大変混雑します
ので、なるべく町のごみ収集に出すようにしま
しょう。
◆開館日　月曜から土曜日　午前９時～午後５時
◆処理料金　10kgごとに160円
◆注意事項　
・ごみは事前に分別してから搬入してください。
・町指定のごみ袋を使用する必要はありません。
・ガスボンベ、タイヤ、テレビなど、搬入できない
ものがありますので、事前にご確認ください。

■問　くりりんセンター
　　帯広市西24条北４丁目（℡0155-37-3550）

臨時開館のお知らせ

　住民サービス向上にむけた検証を行うため、
次の日程で試験的にごみの受け入れを行いま
す。
◆臨時開館日　
　３月31日◯日、４月７日◯日の２日間

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

３月５日◯火火 

午前９時～午前10時30分 札内支所
正午～午後１時 道東ライス(株)
午後１時30分～午後３時 幕別町農業協同組合
午後３時40分～午後４時30分 十勝の杜病院

３月６日◯水 

午前９時30分～午前11時30分 幕別町役場
午後１時～午後１時30分 特別養護老人ホーム札内寮
午後２時～午後３時 札内駅
午後３時30分～午後４時30分 帯広開発建設部帯広道路事務所・帯広河川事務所

■問　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
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今月のつぶやき 菱
ひしもち

餅の飾りは餅じゃなくて落
らくがん

雁がいいな　PN.あとで美味しくいただきます 

臨時介護支援専門員
募集内容 介護予防ケアマネジメント業務
募集人員 １人

応募資格 介護支援専門員資格を有する方
普通自動車運転免許取得者

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 保健福祉センター
賃 金 問い合わせ
雇用期間 平成25年４月１日～平成26年３月31日

提出書類 履歴書（写真添付）
介護支援専門員証の写し

臨時介護認定調査員
募集内容 介護認定調査員
募集人員 ３人

応募資格

介護支援専門員資格を有する方、または、看
護職、介護職の資格を有する方
認定調査員研修修了の方（未修了の方は採
用後、研修を受講すること）
普通自動車運転免許取得者

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 保健福祉センター
賃 金 問い合わせ
雇用期間 平成25年４月１日～平成26年３月31日

提出書類

履歴書（写真添付）
介護支援専門員証、または、看護職か介
護職の免許証の写し
認定調査員研修修了証明書の写し

◆提出期限　３月15日◯金必着
◆面接日　３月下旬。
※日時の詳細は後日連絡します。
■問・■提　 保健課介護支援係
　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

臨時職員募集

消防団員

募集人数

男性消防団員　若干名
　第１分団（幕別地区）
　第２分団（札内地区）
　第３分団（糠内地区）
　忠類分団（忠類地区）
女性消防団員　１人

業務内容 災害時の出動・訓練等
応募資格 町内在住の18歳以上で健康な方

待 遇

①年間報酬、出動手当を支給
②公務災害補償、火火災、生命共済制度、
　退職奨励金制度（勤続５年以上）
③制服、制帽、活動服などの被服を貸与

募集期間 随時

提出書類 入団願（入団願は消防署、各支署にあり
ます）

提 出 先 幕別消防署、札内支署、忠類支署

■問　 幕別消防署消防課消防係（℡【幕】54-2434）

消防団員募集

臨時保育士

業務内容 発達に支援を必要とする子どもに対す
る療育・指導業務

募集人数 １人
応募資格 保育士資格取得者
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
賃 金 日額7,260円
勤務場所 発達支援センター（保健福祉センター内）

雇用期間 平成25年４月１日～平成26年３月31日

◆提出書類　履歴者（写真添付）、保育士証（写し）
◆提出期限　３月15日◯金（必着）
◆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　３月下旬　※詳細は、後日連絡します。
■問　 福祉課障害福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

発達支援センター臨時保育士の募集

予備自衛官補を募集します

　詳細は、自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-
8718）へご確認ください
受験資格 18歳以上34歳未満（平成25年７月１日現在）

試験場所 受付時にお知らせします

試 験 日 平成25年４月13日◯土～ 16日◯火火のいずれ
か１日

受付期間 ４月４日◯木まで

臨時的任用職員
業務内容 一般事務補助
募集人数 ４人（平成25年４月１日採用予定）

応募資格

町内在住で、平成25年３月に新規学卒見込
みの方と、平成22年３月以降の新規学卒者
で、卒業後も就職活動中の方。ハローワー
クや学校を通じて求職中の方。（ハロー
ワークの場合は紹介状が必要）

勤 務 日
月～木曜日の週４日勤務（配属先によ
り勤務日と勤務時間が異なる場合があ
ります）

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃 金 日額5,580円
雇用期間 ６カ月以内

雇用条件 社会保険、雇用保険、非常勤公務災害補
償または労災保険に加入します。

◆提出書類　市販の履歴者（自筆、写真貼付）
◆提出期限　３月15日◯金（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　３月22日◯金（詳細は後日連絡します）
◆選考結果　文書で選考の結果を通知します。
■問・■提　 商工観光課観光労働係（〒089-0692　本
町130番地　℡【幕】54-6606）

平成24年度町臨時的任用職員の募集
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公営住宅の入居者募集

◆定期募集する住宅
【優先公募の住宅】　
　　①の公営住宅は、　ユニバーサルデザインの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみ世帯または
歩行困難な障がいのある方が同居する世帯を優先的に受け付けます。

　　なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取り扱います。
　　（一般公募と同じ募集期間で募集します）
※歩行困難な障害とは・・・視覚障害（１～４級の１）、視覚障害（２・３級）、などです。詳細はお問い合わせ
ください。

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町営桂町東
（4-15） 1 1 ２ＬＤＫ Ｓ47

（Ｈ24全面改善住宅）
オール電化

（蓄熱式電気暖房、電気温水器）
13,000円～
25,500円

【一般公募の住宅】（③と④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

②町営旭町西 　　（1-206） 1 2 ２ＬＤＫ Ｈ13 有 リース 20,300円～ 39,900円

③町営緑町３　　 （4-14） 1 1 ２ＤＫ Ｓ46

入居者負担

 5,300円～ 10,500円

④町営寿町 　　　（3-202） 1 2 ３ＬＤＫ Ｓ62 16,300円～ 32,100円

⑤町営新緑町西 　（2-1） 1 1 ３ＤＫ Ｓ52  8,700円～ 17,200円

⑥町営泉町 　　　（4-311） 1 3 ３ＬＤＫ Ｈ９ 有 リース 23,400円～ 46,000円

⑦町営あかしや南 （2-201） 1 2 ３ＤＫ Ｓ52
リース

12,900円～ 25,300円

⑧町営あかしや南 （5-301） 1 3 ３ＤＫ Ｓ55 16,500円～ 32,400円

※③の住宅については、告知事項があります。
◆募集期間　優先公募の住宅（①）　　　３月４日◯月～３月８日◯金

　　　　　　一般公募の住宅（②～⑧）　３月11日◯月～３月15日◯金

◆抽選会　３月27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　４月５日◯金　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※４月６日◯土～４月12日◯金までに入居願います。
◆提出書類　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　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

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
緑町22-5
耐火火３階建て

2-205 2 １ＤＫ Ｈ９ 有 オール電化
（蓄熱式電気暖房、電気温水器、電気調理器） 33,300円

◆募集期間　３月４日◯月～８日◯金

◆抽選会　３月21日◯木　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　３月29日◯金　午前10時～　幕別町役場４階会議室
※３月30日◯土から４月12日◯金までに入居願います。
◆提出書類　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　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）
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文化協会に加盟しませんか

　文化協会には、ダンス・舞踊・陶芸・合唱等、現在
116の団体が加盟し活動しています。
　協会への加盟を希望する場合は、期日までに加
盟申請書を提出してください。
《文化協会に加盟すると》
・町内の社会教育施設利用の際、月４回までの利
用料が減免されます。

・発表の場として秋の芸術祭などに参加・協力を
いただきます。

◆申請書提出期限　３月18日◯月

◆提出先　百年記念ホール、教育委員会社会教育
係、札内支所

■問　文化協会事務局・平塚
　　（℡・FAX【幕】56-2551）

生涯学習リーダーバンク登録者の募集

　生涯学習リーダーバンクは、芸術・文化、一般教
養、スポーツ、レクリエーションなど、町民の生涯
学習活動を推進するため、指導者を登録し、紹介す
る制度です。
◆登録者の役割　団体やサークルなどの要望に応
じ、指導者として活躍していただきます。活動
は、原則として無償です。

◆登録対象者　町内に在住、在勤または在学し、各
種の資格や技能、経験、熱意等を有する個人や団
体。

◆提出書類　登録カード
※登録カードは、提出先にあります。
◆提出先　教育委員会社会教育係、忠類総合支所
生涯学習係、札内支所、糠内出張所

◆受付期間　３月１日◯金～ 14日◯木

◆登録の決定　登録者（団体）に、「登録証」を交付
します。

■問　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

町パークゴルフ協会定期総会を開催します

◆日時　３月17日◯日　午後６時～
◆場所　幕別町民会館
※当日は平成25年度協会会員の入会受け付けも行
います。年会費は1,000円です。

◆入会資格　町内在住の方
■問　町パークゴルフ協会事務局・伊藤
　　（℡【幕】56-5439）

体育館の団体使用を受け付けます

　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・学校体育館の団体使用を受け
付けます。
◆使用期間　平成25年５月１日◯水～ 10月31日◯木

◆申し込み方法　
【農業者トレセン、札内スポセン】
　　各施設の受付窓口に使用申込書を提出してく
ださい。

【忠類体育館・学校体育館】
　　教育委員会社会体育係、忠類総合支所生涯学
習係・札内支所・糠内出張所に使用申込書を提出
してください。

※継続利用団体も必ず使用申込を提出してくださ
い。

※使用希望日時が重複した場合は調整させていた
だきます。

※申請書は各受付窓口にあります。
◆申込期限　３月22日◯金

■問　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

いきいきエンジョイ教室（陶芸教室）参加者
募集

　初心者を対象とした陶芸教室を開催します。
◆日程　平成25年４月～平成26年３月までの月・
水曜日（隔週）　午前10時～午後１時

◆場所　保健福祉センター陶芸室
◆対象　おおむね65歳以上で、１年間継続して参
加可能な方

◆募集人数　６人
◆材料費　１カ月1,000円
◆申込期限　３月１日◯金～ 15日◯金

■問・■申　保健課介護保健係（保健福祉センター内・
℡【幕】54-3811）

健康づくり春講座　初心者向け太極拳

　ゆっくりとした動きの中で、体のバランスや筋
力を鍛えます。
◆対象　20歳以上の町民
◆日時　３月８日◯金・15日◯金・22日◯金・29日◯金

　　　　午後７時～午後８時30分
◆場所　札内福祉センター２階大集会室
◆料金　無料
◆持ち物　運動靴、動きやすい服装、汗拭きタオ
ル、水分補給のための飲み物

◆申込期限　３月７日◯木 
■問・■申　保健課健康推進係
　　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

落氷雪による事故に注意を
　屋根からの落雪による事故等が多発する時期
です。安全を確認するなど、落氷雪による事故に
十分注意しましょう。
　帯広警察署（℡0155-25-0110）

今月のつぶやき 「ひな人形早く片付けなくていい」と言うパパ　PN.４歳児ママ 
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幕別町奨学生の募集

　経済的理由で就学が困難な方に奨学金を支給す
るため、奨学生を募集します。
　現在、受給されている方も申請が必要ですので、
ご留意ください。
◆対象者　次の①～④の全てに該当する方
①幕別町に住所を有する保護者の子どもで、高等
学校か国立高等専門学校に入学する方と在学中
の方。

②経済的な事情で①の学校に入学・在学が困難な
方。

　※平成24年度は、生活保護基準の1.5倍未満の方
が対象となりました。

③学業優秀かつ性行善良な方。
　※平成24年度は、平均評定3.0以上の方が対象と
なりました。

④他の機関から奨学資金の支給や貸与のない方。
◆支給額　予算の範囲内で決定します。
　(平成24年度は１人あたり月額4,000円)
◆必要書類
・奨学資金受給申請書
・奨学生推薦書(在学中の学校長のもの)
・平成24年度の成績証明書(現中学校３年生は中学

校のもの)
◆提出期限　平成25年４月１日◯月厳守
◆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

※申請用紙は提出先にあります。
※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
■問　教育委員会学校教育課学校教育係
　　（℡【幕】54-2006）

就学援助をご利用ください

　小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、経済
的な理由から、児童生徒の就学が困難な方を対象
に、学用品費等を援助します。
◆対象者
　　次の①～⑤のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方(修学旅行費等に限り
ます。)

②児童扶養手当の支給を受けている方。
③保護者の失業、会社の倒産等により、経済的にお
困りの方。

④保護者が長期療養、火火災、交通事故等により生活
が困窮している方。

⑤前年の収入が、生活保護基準の1.3倍未満の方。
◆認定の目安
　　対象者⑤の援助を受けられる世帯収入(給与
等の総支給額)の目安は次のとおりです。

・３人世帯　（ 275万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､小学４年生)
・４人世帯　（ 349万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､中学３年生､小学４年生)
・５人世帯　（ 396万円程度 ）
　(父39歳､母37歳､祖母62歳､中学３年生､小学４
年生)

◆申請手続き
　　各小・中学校から配付される「平成25年度就学
援助受給申請書」を提出ください。

※毎年度申請が必要です。
※新小学校１年生は、入学後に学校を通じて配付
します。

◆提出期限
①新中学校３年生　　　　　　　３月15日◯金

②新小学２年生～新中学２年生　３月22日◯金

③新小学１年生　　　　　　　　４月15日◯月

※郵送の場合は当日の消印有効。
◆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、お子さんが通って
いる学校

※現小学校６年生が学校へ申請書を提出する場合
は、現在通っている小学校へ提出してください。

※郵送の場合
　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
◆結果について
　　４月下旬に決定し、５月中旬に文書で通知し
ます。ただし、新中学校３年生は、４月上旬に決
定・通知します。

■　問 教育委員会学校教育課学校教育係
　　（℡【幕】54-2006）

郷土の歴史を学ぶ　幕別のアイヌ語地名

　アイヌ語の地名は何を表しているの？幕別・札
内地域の地名の由来や、十勝川と昔の人々の生活
などの講演会を開催します。
◆日時　３月23日◯　土 午後６時30分～午後８時
◆場所　札内福祉センター第１講座室
◆講師　幕別町郷土文化研究員　小助川勝義さん
◆入場料　無料
◆主催　ＮＰＯ法人とかちキムンカムイの森
■問・■申　ＮＰＯ法人とかちキムンカムイの森事務
局・鈴木（℡【幕】56-6757）

平成26年歌会初めのお題「静」
詳しくは、宮内庁ホームページをご覧ください。

今月のつぶやき ちかごろは「ひなケーキ」もゴージャスで　どれを買おうか悩む　PN.パティシエ
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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

受講生の力作をご覧ください！平成24年度 生涯学習講座受講生作品展＆プチ講座（作品展）

◆日時　 ３月９日◯土～３月17日◯日　午前９時～午後６時 （12日は休館日です）
◆場所　百年記念ホール　ギャラリー
◆観覧料　無料
◆プチ講座　作品展期間中、気軽に体験できるプチ講座を開講します。受講料は無料、材料代のみ実費。
　お気軽にご参加ください。（詳しい講座内容はお問い合わせください）

日時 内容 講師 参加料
３月９日◯土 午前10時～正午 革のミニストラップ作り 松川 利雄さん 材料費　50円
３月９日◯土 午前10時～午後４時 レジンアクセサリー作り 磯谷 恵さん 材料費 300円～ 500円
３月９日◯土 午前10時～午後２時 デコパージュ石けん作り 木村 清子さん 材料費　300円

３月10日◯日 午前10時～午後３時 羊毛フェルトで可愛いマス
コット作り 三浦 由紀子さん 材料費　200円

３月10日◯日 午前10時～午後３時 紙飛行機＆折り紙のお花作り 三浦 将宏さん 材料費　無料
３月10日◯日 午前10時～午後３時 ディンプルアートに挑戦！ 中野 節子さん 材料費 100円～ 300円
３月11日◯月 午前10時～午後２時 デコパージュ石けん作り 木村 清子さん 材料費　300円

３月11日◯月 午前10時～午後２時 エコクラフトのハートのキャン
ディボックス作り 山口 奈美さん 材料費　200円

３月13日◯水 午前10時～午後４時 レジンアクセサリー作り 磯谷 恵さん 材料費 300円～ 500円
３月14日◯木 午前10時～午後３時 サシェ＆みつろうクリーム作り 吉秋 保子さん 材料費 300円～ 500円
３月15日◯金 午前10時～午後４時 ハンドマッサージ体験 上田 優香さん 材料費　無料
３月16日◯土 午前10時～正午 切り絵に挑戦！ 山川　友子さん 材料費　100円
３月16日◯土  午前10時～午後３時 パステル和(NAGOMI)アート 濱田 真由美さん 材料費　500円
３月16日◯土 午前10時～午後３時 ハーブボール石鹸作り 吉秋 保子さん 材料費　300円

３月17日◯ 日 午前９時～午後３時 素焼きのお皿にパステルで絵
を描こう！ 佐藤 二三子さん 材料費　100円

３月17日◯ 日 午前10時～正午 めちゃめちゃ飛んじゃうひこ
うき作り 松川 利雄さん 材料費　無料

３月17日◯ 日 午前10時～午後４時 レジンアクセサリー作り 磯谷 恵さん 材料費 300円～ 500円

　平成25年度の生涯学習講座講師＆講座リクエスト大募集！
　自分の資格や特技を生かして講座の講師に挑戦してみませんか？
　また、こんな講座を企画してほしいなどご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。

４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～ １、８、15、22日◯月 ２、９、16、23、30日◯火火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ ９、23、30日◯火火 ４、18、25日◯木 １、８、15日◯月 12、26日◯金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 12日◯金 24日◯水 

19:30～ ２、16日◯火火 22日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 26日◯金 10日◯水 

19:30～ 11日◯木 ５、19日◯金 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ５、19日◯金 ３、17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～ ４、11、18、25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。
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万城目正 記念まつり

と　き　平成25年３月17日◯日　開場　午後12時30分　開演　午後１時

ところ　ふれあいセンター福寿多目的ホール

　　　　（幕別町忠類白銀町384番地10　℡【忠】８-2910）

軽快な張
はりせん

扇の音とともに、展開される話芸をお楽しみください。

入場無料です。みなさんのご来場をお待ちしています。

プロフィール　「講談師　一龍斎春美」

平成４年９月　一龍斎貞水へ入門
　この時、声優麻上洋子として声優歴20年
　　代表作　「宇宙戦艦ヤマト」の森雪
　　　　　　「銀河鉄道９９９」のガラスのクレア
　　　　　　「名探偵ホームズ」のハドソン婦人
　　　　　　「シティーハンター」の野上冴子
　　　　　　当時、声優人気投票で３年連続１位を獲得
平成８年１月　二つ目に昇進
平成16年３月　真打ちに昇進
平成24年より、声優の芸名も「一龍斎春美」に統一

　『幕別町歌』、『リンゴの唄』で知られる幕別町出身の作曲家、万城目正をテーマにしたイベントを開催しま
す。

◆日時　４月27日◯土　開演　午後１時
◆場所　百年記念ホール大ホール
◆入場料　全席自由500円
◆内容　万城目正の歌、昭和の歌謡曲、帯広十勝の歌、
万城目正の長男である万城目雅弘氏をゲストとして
お迎えします。

◆主催　万城目正記念第２回とかち昭和歌謡音楽祭実
行委員会、幕別町教育委員会、ＮＰＯまくべつ町民芸
術劇場

■問　百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

第２回とかち昭和歌謡音楽祭

◆日時　４月24日◯水～４月29日◯月　
◆場所　百年記念ホールギャラリー
◆入場料　無料
◆展示内容　貴重なレコードなどの資料展示
◆主催　幕別町教育委員会、昭和ナツカシ館
■問　幕別町教育委員会（℡【幕】54-2006）

万城目正 物語展

◆日時　４月28日◯日　開演　午後２時
◆場所　百年記念ホール講堂
◆入場料　無料
◆内容　蓄音機で万城目正作品のレコード
をかけ、昭和ナツカシ館参納館長の解説
を交えながらの思い出トーク形式の二部
構成でお贈りします。

◆主催　幕別町教育委員会、昭和ナツカシ
館

■問　幕別町教育委員会（℡【幕】54-2006）

万城目正レコードコンサート

新作講談で13編の詩とともに

「童謡詩人　金子みすゞの生涯」を語る

主催　幕別町教育委員会　■問　生涯学習課生涯学習係（忠類総合支所・℡【忠】８-2201）

平成24年度生涯学習特別講演会
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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

　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（当日3,500円）

　十勝で活動する熱き20組
のバンドが連続10時間ライ
ブを敢行！当日はフード
ブースも設置　朝から晩ま
で百年記念ホールでお楽し
みください。

◇開演　午前10時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　500円（当日共）

　CMソングでおなじみ村松健さんが百年記念ホー
ルで3度目のコンサートを開催します、村松さんお
気に入りの幕別の大ホールで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。

◇開演　午後３時30分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇入場　大人3,000円　学生1,000円（全席自由）
　大人のみ新譜CD付き（４曲入り/昨年行った百
年記念ホールでの録音です）

　好評の村松健ワークショップ 「三線への誘い」を
開催します。三線を始めてみたい方から、三線のス
テップアップを目指す方まで、シリーズで定期開催
します。ピアニストであり奄美三味線の奏者でもあ
る村松さんに弟子入りのチャンスです！詳しくは百
年記念ホールまでお気軽にお問い合わせください。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　無料（事前申し込み）

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

村松健のワークショップ 
「三線への誘い」vol.3

4/18
◯木木

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
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忠
】
０
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５
５
８

　クラ杜Vol.21は「チェロとベーゼンドルファー
の出会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

　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

木木彫りの羆
くま

　収集家　門脇コレクション
木木彫りの羆展

まくべつ町民芸術劇場　25年度　
正会員、賛助会員募集のお知らせ

　まくべつ町民芸術劇場は優れた芸術文化を地元
で紹介しようというNPO法人です。
　正会員は音楽、演劇等の企画から当日の運営ま
でを担当。賛助会員は、幕別の音楽シーンをサポー
トしつつ様々な特典が付いてきます。この機会に
ぜひ　正会員、賛助会員への御入会くさい。
　正会員　年会費10,000円　賛助会員年会費3,000
円（どちらも3,000円分の優待券と先行販売付き）

　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

第２回　万城目正記念
とかち歌謡音楽祭

4/27
◯土土

3/20
～

3/31

村松健新譜発売記念Piano Live
『春心花占～ハルラハヌラ～』

4/21
◯日日



「いっぱい いのち みつけたよ 明倫の森の小さな写真家たち」
（幕別町図書館/2013.1）

　昨年９月に明倫小学校で行われ

た、小寺卓矢さんのワークショッ

プ、「自然といのちを感じる写真絵

本」の様子が写真集になりました。

子どもたちが写真家になって見つ

けた小さな「いのち」は、今までは気

づかなかった幕別の自然。まだ遠い

春、身近な幕別をこの本で感じることができます。

＊来月も「町の写真家」の本をご紹介します＊

◇おはなし会
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ちるどらん
・３月14日◯木 午前10時
　幕別町図書館 研修室
ババール
・３月23日◯ 土 午前10時30分
　札内分館
あっちこっち紙芝居
・３月２日◯ 土 午前10時30分
・３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
・３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
・３月15日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

【ミニ図書展示】　全館
　毎月、さまざまなテーマで図書
の小さな展示をしています。

◇展示コーナー

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

３月の図書特別展示　人･間･関･係 新学期
日日　時　３月１日◯金～27日◯水
場　所　全館

進学・異動・新生活。
人付き合い・友達づくりで
もう悩まない。

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３/29）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

３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）

スワディ講座　羊毛フェルトでつくる

空ってどんないろ？
絵本の読み聞かせと羊毛フェルト工作のコラボレーション。
羊毛フェルトで自分だけの空をつくりましょう！

日日　時　３月23日◯土　午後１時30分～３時30分
場　所　幕別町図書館研修室
講　師　あきやま さとこ さん
　　　　「ふしぎのくにのものづくり工房」（帯広市）
対　象　どなたでも
　　　　（小学１・２年生は保護者と一緒の方が楽しいです）
定　員　20人
材料費　300円（当日にお持ちください）

問い合わせ・申し込み先
　　　　図書館本館（℡【幕】54-4488）まで

あきやまさんが染めた、繊細な色のフェルト
を使います。

今月のおすすめ本




