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今月のつぶやき 　修学旅行で京都へ　紅葉してなかったなぁ…　　ＰＮ.そうだ！京都に行こう！

11月の人権相談

◆日程　11月14日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆人権擁護委員　三島まゆみさん、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）

11月の行政相談

◆日時　11月14日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆行政相談委員　松本茂敏さん
　　　　　　　　(新町・℡【幕】54‐5267)

　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。
　対象者には、11月中旬に案内を送付しています。
　詳しくは問い合わせください。
◆日時　12月５日◯木　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　11月29日◯金
問・申　
・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
やそ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15日◯金金

午前10時～正午 忠類農業協同組合

12月３日◯火火

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◯水水

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　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡
【幕】54-3811）

　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25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
・危ないよ　路上でかけっこ　　ふざけっこ
(札内北小学校６年　池下　萌希）

・事故がゼロ（０）　人の心も　涙ゼロ（０）
(札内東中学校１年　松田　円）

○あいさつ運動の部
・おはようと　一言かけて　いい気持ち
(札内南小学校６年　濱口　梨奈）

・あいさつで　なごむ・つながる　２つの和(輪)
(幕別中学校２年　本保　達彦）

○ボランティア・環境保全の部
・ごみひろい　きれいにするよ　心もね
(明倫小学校６年　山田　智也）

・｢誰かやる｣　その｢誰か｣はきっと　あなたです
(江陵高等学校２年　中尾　萌香）

幕別町児童生徒健全育成

標語の最優秀作品の紹介

農業者年金説明会を開催します
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問　 問い合わせ先　　問・申　 問い合わせ・申込先

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20日◯水水～11月30日◯土のうち、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　農林課林務係（℡【幕】54-6605）

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10日◯日　 午前９時～11時
※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　十勝環境複合事務組合（℡0155-37-3550）

　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、透明・半透明の
袋に入れるか、ひもで縛って出しましょう。

◆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 町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

ごみ分別のルールを守りましょう

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みですか。
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
・帯広労働基準監督署（℡0155-22-8100）
・ハローワーク帯広　（℡0155-23-8296）

住生活総合調査にご協力ください

　国土交通省では、12月１日から全国各地におい
て「平成25年住生活総合調査」を予定しておりま
す。この調査は、住生活の安定・向上に係る総合
的な施策を推進する上で必要となる基礎資料を得
るために、５年ごとに実施するものです。
◆対象調査区　
　・９－緑町・24－暁町・25－文京町・44－南勢
◆調査期間
　11月21日◯木～12月10日◯火火
問 都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

2013フードバレーとかちマラソン大会に
伴う交通規制のお知らせ

　2013フードバレーとかちマラソン大会開催に
伴い、帯広市内では11月４日◯祝の８時30分から
正午ころまで交通規制が行われます。大会コー
スは、ふじまるビル前をスタートし、競馬場方面
に向かい、帯広の森でＵターン、中央公園前が
ゴールです。
　迂回にご協力をお願いします。詳しくは大会
ホームページでご確認ください。
問　フードバレーとかちマラソン実行委員会
（帯広市市役所スポーツ振興課内℡0155-37-3550）

　ＨＰ：http//hokkaido-run.jp/obihiro/index.html

歌謡ショーの様子が放送されます

　まくべつ産業まつりの歌謡ショーの様子（歌手・
冠二郎さん、モノマネ・翔子さん　※公開録音）が
ＨＢＣラジオで放送されます。また、二人の直筆サ
イン色紙をセットで５名にプレゼントします。
◆放送日　11月6日◯水水　午後７時～８時
◆色紙応募方法　はがきに住所、氏名、電話番号を
記入の上、11月10日◯日までにお送りください。
（当日消印有効）※応募者が５名を超える場合は抽選となりま
す。当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

問　〒089-0692　幕別町本町130番地　
　幕別町役場商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

勤労者福祉資金のご案内

　町内在住の勤労者の方のために、冠婚葬祭・医
療・教育等の資金を融資する制度を設けています。
　貸付の際には、町が指定した金融機関の条件審
査があります。詳しくはお問い合わせください。
◆貸付対象者　幕別町に１年以上住所を有し、町   
　税等を滞納していない勤労者（自営業を除く）。
◆貸付限度額　100万円以内
◆貸付利率　1.0％（教育に係る貸付は0.85％）　
問　・商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
　　・北海道労働金庫帯広支店（℡0155-24-3767）
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今月のつぶやき 　季節の変わり目に　毎年風邪ひく　　ＰＮ.今も風邪気味

　

　消費者金融から借金をし、その返済のた
めに別の消費者金融から借りては返すとい
うことを繰り返していているうちに、返済
不能になった。

　　  
質問Ｑuestion

　消費者金融等からの借り入れのほか、収
入減等の理由から返しきれない債務を抱え
る債務者の方たちを「多重債務者」と総称し
ています。
　多重債務者の多くは、次のような状況に
置かれています。
①借金の返済のために借金を繰り返し、さ
　らに債務が増える。
②目先の支払いに追われ、冷静な判断がで
　きなくなる。
③誰に相談してよいかわからず苦しんでいる。
④どこからも借りられなくなり、ヤミ金融
　に手を出してしまう。
⑤追いつめられて自殺してしまう人もいる。
　多重債務問題は必ず解決できます。まず、
　返済が苦しくなったら、すぐに専門の窓
　口に相談することが大切です。
　債務整理の主な方法は次の四つです。
①弁護士や認定司法書士等が債権者と和解
　する「任意整理」
②裁判所の調停員会が仲介に入り、協議和
　解する「特定調停」
③裁判が認めた再生計画に基づき、債務の
　一部を分割返済する「個人再生」
　（弁護士などに依頼するのが一般的）
④債務者の財産を債権者に分配し、残った
　債務を全額免除してもらう「自己破産」
　どの方法を選ぶかは、債務者本人の状況
やメリット、デメリットを考慮して決める
ことになります。また、弁護士などの費用が
ない場合、一定の収入要件と資産要件を満
たす方には、日本司法支援センター（法テ
ラス）の民事法律扶助制度の利用も考えら
れます。

     
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）

『冬休み学び隊』指導ボランティア募集

◆内容　
　町内の小学４～６年生の参加者の、冬休みの宿
　題や自由研究など自主学習を手助けします。

◆日時
　平成26年１月７日◯火火～10日◯金、14日◯火火、15日◯水水
　午前９時30分～11時30分
※１月９日◯木、10日◯金は、工場見学予定
◆会場
　幕別町農業者トレーニングセンター
　札内福祉センター
　札内南コミセン
　札内北コミセン
◆対象
　高校生以上の方で、興味のある方。（教職経験は問い
　ません。また、全日程の参加でなくても結構です。）
◆申込期限　11月29日◯金
問・申　教育委員会社会教育係（℡【幕】54―2006）

救急医療情報キットを支給します

　万一の救急時、適切で迅速な処置と緊急連絡先
へのいち早い対応を行うため、救急医療情報キッ
ト支給事業を実施します。
◆対象者
　・一人暮らしを含む65歳以上のみの世帯
　・障がいのある人
　・健康上に不安のある人
◆救急医療情報キットの内容
　・容器は冷蔵庫に保管する円筒型プラスチック
　　容器です。
　・保管場所を示す冷蔵庫用マグネットシール
　・設置していることを示す玄関ドア用シール
　・救急医療情報を記載する用紙
※救急医療情報は、救急隊や医療機関等が救急医
　療時に活用することをご承知願います。

◆申請・支給場所
　保健福祉センター、ふれあいセンター福寿、役場
　町民課、札内支所、糠内出張所
　※電話での申請もできます。
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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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～

　平成24年度中に、全国の児童相談所にあった子どもの虐待に関する相談の件数は、過去最多の66,807
件（速報値）となり、23年度に比べ6,888件増加しました。
　子ども虐待は、主に右のように分類されています。
　このような行為に気づいたら、市町村や児童相談所
などの関係機関に通告することが必要となります。
　通告者のプライバシーは法律で保護されています。
　なお、児童相談所では、専門職員が調査、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。
　　
問
○帯広児童相談所　　○児童相談所全国共通ダイヤル　○こども課児童福祉係（保健福祉センター内）
　℡　0155-22-5100　　℡　0570-064-000　　　　　　　℡　【幕】54-3811
　Fax　0155-22-5106                                  Fax 【幕】54-3839　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eﾒｰﾙ kodomoka@town.makubetsu.lg.jp

里親制度のご案内

　里親とは、子どもたちを家族の一員として短期間、長期間、あるいは養子として育てていく、児童福
祉法に基づいた制度です。
　里親を希望される方、話を聴いてみたいという方は、帯広児童相談所までお問い合わせください。あ
なたの愛情が子どもを救います。
◆申し込み資格　特別な資格は必要ありませんが、実習や研修を受けていただきます。
◆お預かりいただく子ども
　親の離婚、家出、病気、虐待等の理由で親と一緒に暮らすことができない18歳未満の子どもです。
◆養育に係る費用　生活諸費や教育費は支払われます。
問 帯広児童相談所（帯広市東１条南１丁目１　℡　0155-22-5100・Fax　0155-22-5106）

　現在の児童扶養手当は、毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定していますが、特例
法により手当額を据え置いたことにより、本来の算定額よりも高い特例水水準で支払われています。
　このため、平成25年10月より特例額をマイナス0.7％の改定をすることになりました。
　平成25年12月定時払（８月分から９月分は変更ありません）から減額となります。
◆支給額
　○児童１人の場合（月額）

　※一部支給の額は、所得に応じ算定されます。
　○児童２人以上の加算額（月額）
　・２人目加算　５千円
　・３人目以降加算　３千円
問 こども課児童福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

９月分まで 10 月分から

全部支給（月額） 41,430 円 41,140 円

一部支給（月額） 9,780 円～ 41,420 円 9,710 円～ 41,130 円

　

身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶ
る、やけどを負わせる、首を絞めるなど

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
ポルノグラフィティの被写体にするなど

ネグレスト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく
不潔にする、自動車の中に放置するなど

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での
差別的扱い、子どもの目の前で家族に対し
て暴力をふるうなど

児童扶養手当額が改定されました

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提　提出先
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◆定員　70人
◆対象児童　１歳児～５歳児（平成20年４月２日
～平成25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26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◯金から保健福祉課福祉係（ふ

平成26年度忠類保育所児童募集

　れあいセンター福寿内）、忠類保育所にありま
　す。
提　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。
◆申込期間　11月１日◯金～15日◯金
◆問　保健福祉課福祉係（ふれあいセンター福寿
　内・℡【忠】８-2910）

◆定期募集する住宅
・優先公募の住宅
　①～③の公営住宅は、バリアフリーの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみの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。詳細は問い合わせください。

　なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取扱います。（③の住宅は、今回の募集で申し込みがな
かった場合は、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
①町営新緑町２（６） １ ３LDK H11 有 リース 25,400円～49,800円
②町営新緑町２（９） １ ３LDK H11 有 リース 25,400円～49,800円
③町営旭町東（1-105） １ ２LDK H17 有 リース 19,500円～38,300円

・一般公募の住宅（④の住宅は、今回の募集で申し込みがなかった場合は、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
④町営桂町２（3-6） ２ ３LDK S58

入居者負担
17,300円～34,000円

⑤町営桂町（4-201） ２ ３LDK S58 16,000円～31,500円
⑥町営あかしや南（3-205） ２ ３DK S53

リース

13,500円～26,500円
⑦町営あかしや南（5-301） ３ ３DK S55 16,700円～32,800円
⑧町営あかしや南（5-304） ３ ３DK S55 16,700円～32,800円
⑨町営あかしや南（5-403） ４ ３DK S55 16,700円～32,800円
⑩町営あかしや南（6-404） ４ ３LDK S56 17,500円～34,500円
⑪町営新緑町西（2-19） １ ３DK S54 入居者負担 10,400円～18,400円

◆定期募集期間　優先公募の住宅（①～③）11月11日◯月～15日◯金  

　　　　　　　　一般公募の住宅（④～⑪）11月18日◯月～22日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　12月２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　12月12日◯木　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※12月13日◯金から12月19日◯木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25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　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）

公営住宅の入居者募集

道営住宅の入居者を募集します
◆募集案内の配布期間　11月１日◯金～18日◯月
◆申込受付期間　11月15日◯金～18日◯月
◆募集予定の団地および公募予定戸数　道営あかしや南団地（一般世帯向け）３LDK１戸、道営若草団地
（高齢者等世帯向け）２LDK１戸、道営あおば団地（一般世帯向け）２LDK６戸、３LDK２戸、２DK４戸、道営あ
おば団地（子育て支援住宅）２LDK10戸　※詳しくは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））

今月のつぶやき 　誕生日前に彼女にふられる事多数　　ＰＮ.誕生日弱し
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平成26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）
幕別中央 【幕】54-2552 寿町 午前７時30分～

午後６時30分

※札内青葉・南は
午後７時

平成26年４月１日現在
５歳児～０歳児（生後６カ月）

（平成20年４月２日～平成25年10月１日）

札内さかえ【幕】25-9011 札内北栄町
札内北 【幕】56-2049 札内新北町
札内青葉 【幕】56-4131 札内青葉町
札内南 【幕】56-3326 札内あかしや町

◆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25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◯金から各保育所、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　入所を希望する保育所に提出してください。
◆面接の対象者と内容　平成26年度に新たに入所
を希望するお子さん、平成25年度と別の保育所
に入所を希望するお子さんのみ実施します。面
接日時等は、別途通知します。

※定員の関係で、希望される保育所に入所できな
い場合がありますのでご了承ください。

問　こども課保育係（保健福祉センター内・℡
【幕】54-3811）

平成26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26年４月１日◯火火～平成27年３
月30日◯月まで（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　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◯金～12月２日◯月
◆面接　平成26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月上旬頃を予定）

◆入所決定　書類選考と面接により決定し、２月
下旬頃文書により通知します。

問　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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認知症サポーター養成講座受講者募集

　認知症に対する正しい知識を持ち、認知症の方
やその家族を温かい目で見守るために認知症サ
ポーター養成講座を開催します。
◆日時　11月30日◯土午後２時～３時30分
◆場所　ふらっと札内ふらっとホール（特別養護
　老人ホーム札内寮横）
◆対象　中学生以上
◆定員　60人
◆受講費　無料
◆申込期限　11月22日◯金
問・申 保健課介護支援係(保健福祉センター内・
　℡【幕】54―3811）

◆雇用期間・募集人数
①平成26年１月６日◯月～平成26年６月30日◯月  

　（役場税務課勤務）１人
②平成26年１月６日◯月～平成26年６月６日◯金
　（役場税務課勤務）１人
③平成26年２月３日◯月～平成26年６月６日◯金  

　（役場税務課勤務）１人
④平成26年１月６日◯月～平成26年３月31日◯月
　（役場総務課勤務）１人
◆業務内容　
・上記①～③確定申告業務補助（課税資料の整
理、照合作業等）

・上記④一般事務補助
◆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

◆勤務日　月～金曜日（土・日、祝日は休み）
◆勤務時間
・午前８時45分～午後５時30分（休憩１時間）
◆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19日◯火火必着
提　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22日◯金幕別町役場４階会議室
（９時～正午を予定していますが、時間等詳細は
応募者に別途通知します。）

問　総務課職員係（℡【幕】54-6608）

役場臨時職員募集（一般事務）

◆職種
◯白銀台スキー場管理員（リフト担当）
・募集人員　５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25年12月20日◯金～平成26年３月15日◯土
◆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　11月15日◯金
◆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　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）

役場臨時職員募集（白銀台スキー場管理員）

　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、27歳未満の男子
※平成26年４月１日現在

申込締切
11月試験：11月18日◯月月
12月試験：12月４日◯水水

試 験 日 11月24日◯日、12月８日◯日
入隊時期 平成26年３月下旬予定

臨時的任用職員募集（緊急雇用対策）

自衛官候補生（男子）を募集

　若年層の緊急雇用対策として、臨時的任用職員
を募集します。
◆職種　一般事務補助
◆応募資格　幕別町に住所を有する平成22年３月
以降の学卒者で、卒業後も継続して就職活動し
ているなど働く意欲のある方。

◆任用条件
①賃金　日額5,730円（勤務を要しない日は無給）
②勤務時間　原則として月～木曜日の午前８時45

分～午後５時30分（金曜日は勤務を要しない日と
して求職活動や自己研修に充てるものとする。）

③任用期間　平成25年12月１日◯月～平成26年３月31日◯月
④社会保険等　社会保険、雇用保険、労働災害保険
に加入

◆募集人数　２人
◆提出書類　履歴書（写真付）
※ハローワークを通じて求職中の方は紹介状も添
付。

提　商工観光課観光労働係、忠類総合支所、札内
支所、糠内出張所

◆提出期限　11月18日◯月
◆面接日時　11月25日◯月  

※詳細は後日連絡します。
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
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介護予防ポイント制度説明会・事前研修まくべつ混声合唱団第22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17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　混声合唱組曲「風のいざない」
　第２部　混声合唱曲集「うたよ！」
　第３部　「A Little Jazz Mass」他
◆後援　幕別町教育委員会
問 団長・沖田（℡【幕】56-6812）

　わかば幼稚園では、平成25年度第３回目の「一日
体験入学」を実施します。ご希望の方は、事前にわ
かば幼稚園までご連絡ください。
◆日時　12月月５日◯木　午前10時～11時
◆場所　町立わかば幼稚園（錦町98番地）
◆対象者　未就学児童がいる家庭
◆内容　「園児と一緒に仲良く遊ぼう」
◆その他　保護者、体験児とも上履きを持参ください。
問・申　わかば幼稚園（℡【幕】54-4223）

わかば幼稚園体験入園を実施します

　下記の日程で研修会を開催します。
　団員以外の参加も歓迎しますので、ご希望の方
は連絡願います。
◆日時　11月18日◯月　 午前10時から
◆場所　幕別町保健福祉センター研修室
◆研修内容　
　講座　災害時の対策
　実技　非常食アルファ米の調理
◆定員　50人（定員になり次第締め切り）
◆申込期限　11月13日◯水水  
問　幕別町赤十字奉仕団事務局：福祉課社会福祉
係（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

赤十字奉仕団研修会

　豆餅や煮豆、栗キントンなど暮れの料理をみん
なで楽しく作りませんか。
◆日時　12月21日◯土　 午前９時30分～午後３時30分
※昼食はこちらで用意します。
◆場所　幕別ふるさと味覚工房（新和）
◆定員　12人（定員になり次第締め切り）
◆参加負担金　一人2,000円
◆持ち物　エプロン、三角巾、手ふき
◆申込期間　11月７日◯木～13日◯水水（午前10時～午後５時）
グループや代表者の申し込みは受け付けません。
問・申　幕別ふるさと味覚工房（℡【幕】57‐2001）
※味覚工房の場所がわからない方は、案内地図をお送

りしますので申し込みの際にお知らせください。

地元野菜を使った料理講習会

　介護保険施設等で話し相手などのちょっとした
ボランティアをすることで、自らの介護予防を推
進するための制度です。事業の説明と参加するた
めの事前研修を行います。興味のある方はお申込
みの上ご参加ください。
◆日時・場所
　11月18日◯月　午後１時30分～２時30分
　札内福祉センター第1講座室
　11月20日◯水水　午後３時～４時
　保健福祉センター研修室
　11月22日◯金　午後１時30分～２時30分
　ふれあいセンター福寿多目的ホール
◆対象　幕別町介護保険第１号被保険者（65歳以上）
◆申込期限　11月12日◯火火　
問・申 保健課介護支援係（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）　

初心者向けピラティス

　ピラティスは、体の深層部の筋肉をしなやかで
丈夫な筋肉に鍛えることにより、引きしめ効果や
美しい姿勢になる等の効果が期待できる運動で
す。
◆日程　11月8日◯金、11月15日◯金、11月22日◯金、
　11月29日◯金
◆時間　午前10時～11時30分
◆場所　札内スポーツセンター　２階研修室
◆申込期限　11月７日◯木　
◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加費用　無料
◆定員　20名（先着順）
◆服装・持ち物
　ヨガマット（なければ大きめのバスタオル）、水水分補給
　の飲み物、汗拭き用タオル、運動しやすい服装、上靴
問・申 保健課健康推進係(保健福祉センター内・
℡【幕】54-3811）　

「パオくん」のデザインをリニューアル

　町のマスコット「パオくん」のデザインをリ
ニューアルし利用規定を定めました。公区や学校
の配付物などにもご活用いただけます。詳しくは
お問い合わせください。
◆対象　町内の個人、団体、事業者等。
◆利用範囲　行事やイベントなどの配付物、地場
　産品の商品パッケージなど。
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提　提出先
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今月のつぶやき 　ハンカチ王子　いまは無念の　半価値王子　　ＰＮ.狂い咲き

　　

　　コミバス運行開始

　10月１日、運行開始セレモニーが行われコミバスが本格運行を開始しました。
　１日５便運行し、１回100円（小学生は50円）で乗ることができます。
◆割引などのサービスについて
・車内で回数券（11回分/中学生以上1,000円、小学生500円）を販売しています。
・コミバスから十勝バスに乗り継ぎされる方、十勝バスからコミバスに乗り継ぎされる方は、コミ
　バス運賃相当の割引が受けられますので、乗務員に申し出てください。
・本年10月１日以降に、運転免許証を返納された65歳以上の方には１年間有効の半額乗車券を発行
　しますので、お問い合わせください。
・毎月１日は運賃無料のコミバスデーです。
◆無料体験試乗会の開催について
　コミバスの無料体験試乗会を開催します。担当者がコミバスの
　乗り方や利用方法などについてご説明します。バスの座席数の
　関係から15名までの人数でお申し込みください。
　出前講座も随時受け付けていますのでご利用ください。
◆車内広告募集
　コミュニティバスの車内広告を募集します。詳しくはお問い合わせください。

 問 企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

12 月の健康講座

講座名 時間 トレセン スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ ２、９、16日◯月 ３、10、17、24日◯火火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 10、24日◯火火 ５、19、26日◯木 ２、９、16日◯月 13、27日◯金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 13日◯金 25日◯水水 

19:30～ ３、17日◯火火  

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 27日◯金 11日◯水水 

19:30～ 12日◯木 ６、20日◯金 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ６、20日◯金 ４、18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～ ５、12、19、26日◯木 

■問・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）

　　　

　　あおぞら共済　会員募集中
　あおぞら共済とは？
　十勝管内の事業所に働く皆さんの福利厚生の
ため市町村から補助金を受け事業を行っています。
　今年、40周年になります。
◆加入対象
　事業所単位で、又は事業所の親睦会単位で加
　入できます。社長（事業主）、役員、管理職、従業
　員、パートタイマーの皆さんが対象です。
※事業所が会費を負担した場合は福利厚生費と
　して処理できます。
・入会金　200円（入会時のみ）・月会費　800円

◆主な事業
結婚、出産のお祝い金、見舞金、弔慰金の給付、
映画、観劇優待利用、健康診断、カルチャース
クールの助成等
◆利用者の声
　「映画の料金が、1,000円だったわ！」
　「結婚したときお祝い金が出たの！」
　「○○のコンサートが割引だったわ！」
　※―入会は随時受付中―
問　一般財団法人とかち勤労者共済センター
　あおぞら共済（℡0155-22-6186）

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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■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

美味しい福神漬とキムチを作ろう！
自慢の漬物講座

◆日時　11月22日、12月6日 ◯金 午後１時～３時30分
◆場所　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 18名 （応募者多数の場合抽選）
◆受講料　1,000円
◆材料代　1,000円（漬物用野菜、調味料 他）
◆持ち物　エプロン、バンダナ、ナイロン袋、フキンなど
◆申込締切　11月15日◯金 

ステンシルで手作りカードを作ろう！
親子でかわいいクリスマスカード作り

◆日時　12月８日◯日 午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール 学習室２
◆講師　千葉 定是さん（町内在住）
◆対象　小学生と保護者の方 10組
◆受講料　1組 500円
◆材料費　300円（台紙、絵具代 他）
◆持ち物　特になし、汚れても大丈夫な服装でお
越し下さい。

◆申込締切　12月１日◯日 

今年こそスッキリきれいに整理しよう！
暮れに役立つ整理収納術！

◆日時　12月4日、11日◯水水　午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール 学習室２
◆講師　松井 香織さん（帯広市在住、整理収納ア
ドバイザー）

◆対象　一般 20名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　一般1,000円
◆材料代　なし
◆持ち物　筆記用具など
◆申込締切　11月27日◯水水 

■問い合わせ・申込先
百年記念ホール講座

◆日時　12月８日◯日
・受　付　午前８時45分～
・開会式　午前９時～
◆場所　幕別町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の男子は２人までとする。
　ただし、50歳以上の男子は３人まで可とする。
◆参加料　１人700円（当日受付）
※弁当代は含みません。
◆申込期限　11月25日◯月
問・申　町ミニバレー協会事務局　久保田　
　（℡・Fax【幕】30‐6737）

町民ミニバレー交流会

硬式テニス教室

◆日時　11月２日◯土～平成26年３月29日◯土
　　　　（毎週土曜日　午後３時～５時）
◆場所　幕別町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・申 町テニス協会事務局　青田　
　（℡【幕】56‐8970）

ゲートボール講習会を開催します

◎幕別老人健康増進センター（軍岡36-4）
◆日程　11月８日◯金、15日◯金、22日◯金、29日◯金
◎札内老人健康増進センター（札内青葉町184‐１）
◆日程　11月10日◯日、17日◯日、23日◯土、24日◯日
【両教室の共通事項】
◆対象　町内在住者
◆参加料　無料
◆時間　午前９時～正午まで
◆持ち物等　底がゴムの運動靴を用意してください。
問・申 町ゲートボール協会　吉藤
　（℡【幕】56-6945）　　　　

協会設立50周年記念
第44回全町スピードスケート選手権大会

◆日時　平成26年１月11日◯土　
・開会式　　午前９時20分～
・競技開始　午前10時～
◆場所　幕別運動公園スケートリンク（寿町）
◆対象　町内在住者
◆主催　幕別町スケート協会
◆申込締切　12月６日◯　金 参加料300円 

申 参加料を添えて教育員会社会体育係まで
問 町スケート協会事務局・柿崎（℡【幕】54-2194）
※幼児で（当日受付・参加料200円）参加される方は
当日午前10時までにお越しください。

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25年９月12日　匿名　　　　　　５万円
　平成25年９月12日　木幡　兼治　様　10万円

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提　提出先


