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今月のつぶやき 　いつかビキニを着て海へ行くのが目標！目指せ-5kg！　PN.万年ダイエッター

　スマイル検診は、全ての内容を受けることはもちろん、自分に必要な検診を選択して受けることもでき
ます。検診を希望される方は、お早めに申込みください。健康管理のため、年に１回は検診を受けましょう。
◆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 　　　　　　　　300円 　　 100円
幕別町国保特定健診（血液検査ほか） 幕別町国保加入者 ※40歳は無料　1,500円 　　 無 料
後期高齢者健診（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27年３月31日に迎える年齢です。
※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。対象となる方には、個別通知します。
※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。
◆日程・場所　※時間帯によっては定員に達している場合もあります。電話予約時にご確認ください。

場所
日程・受付時間

６、７、８、９時 ７、８、９、10時
保健福祉センター ８月６日◯水水 11月５日◯水水
札内福祉センター ８月７日◯木・８日◯金・９日◯土・10 日◯日 11月６日◯木・７日◯金・８日◯土
ふれあいセンター福寿 ８月５日◯火火

　予約の必要はなく、当日、会場ですぐに受診できます。
※肺がん検診を実施した方、実施予定の方は、結核についても同時に診査します。
◆対象　町内在住で、今年度に医療機関や肺がん検診などで胸部レントゲン検査を受ける予定のない65
歳以上の方。（昭和25年３月31日以前生まれの方）

◆検査内容　胸部レントゲン検査
◆料金　無料
◆日程・場所　

場所 日程 受付時間
保健福祉センター ８月６日◯水水 午前 10 時　　 ～ 10 時 30 分
札内福祉センター ８月７日◯木 午前 10 時　　 ～ 11 時
忠類コミュニティセンター ８月５日◯火火 午前 10 時 30 分～ 11 時
ふれあいセンター福寿 ８月５日◯火火 午前 11 時 30 分～ 12 時

■上記検診・検査の問い合わせ・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）

　詳しいお知らせは、個別に通知を７月上旬に発送します。ご希望の方は申し込みください。
◆対象　小学３年生と中学２年生（昨年度、検査を受けていない小学４年生と中学３年生）
◆料金　無料
◆日程・場所・受付時間

会場 実施日 受付時間
保健福祉センター ８月６日◯水水

６時30分、７時30分
８時30分、９時30分札内福祉センター ８月７日◯木、８日◯金、９日◯土、10日◯日

ふれあいセンター福寿 ８月５日◯火火
保健福祉センター 11月５日◯水水

７時30分
札内福祉センター 11月６日◯木、７日◯金、８日◯土

スマイル検診予約受付中

結核検診を実施します

小学校３年生・中学校２年生のエキノコックス症検査を実施します
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険証（被保険者証）の一斉更新について～

◆保険証が新しくなります　

　◇現在ご使用の保険証の有効期限が平成26年７月31日をもって満   

　了となるため、８月以降は使用できなくなります。

　　７月中に新しい保険証を郵送しますので、お手元に届きましたら、

　お持ちのピンクの保険証を破棄し、黄緑色のものをご使用ください。

　◇新しい保険証の有効期限は、平成27年７月31日までです。

　◇紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課高齢者

　医療係までお申し出ください。

新しい保険証の色は黄緑色です

◆減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります　　

　　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成26年７月31日をもって満了となるため８月以降は使用      

　できなくなります。有効期限は保険証と同じく１年間です。

　　引き続き交付対象に該当する方は、７月中に保険証とともに減額認定証を郵送しますので８月１日

　からは、お持ちの水水色の減額認定証を破棄し、黄色のものをご使用ください。

　　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、町民課高齢者医療係へ申請

　してください。

◆減額認定証の交付対象＝次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれ
かに該当する方

・世帯全員の所得が０円の方
（公的年金収入のみの場合、その受給額が 80 万円以下の方）

・老齢福祉年金を受給されている方

　区分Ⅱ ・世帯全員が住民税非課税である方

新しい減額認定証の色は黄色です

◆医療費通知の発行を希望される方　　

　　被保険者の皆様に健康や医療に対する理解を深めていただくために、医療費を半年ごとにまとめ、

　発行をご希望の方を対象に医療費通知を送付しています。

　　なお、次回の発行は、９月（平成26年１月～６月の医療費を対象）に行います。

◆新たに発行を希望される方
　　新たに発行を希望される方は、北海道後期高齢者医療広域連合または町民課高齢者医療係へご連絡

　ください（電話でのご連絡だけで手続きできます）。

　○すでに「発行希望」のご連絡をいただいている方には、継続して発行しますので、再度の連絡は必要ありません。

　○この通知を受け取られたことにより、申請等の手続きをされる必要はありません。

　※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収書の代わりとすることはできません。

問　北海道後期高齢者医療広域連合（℡ 011-290-5601）

　　町民課高齢者医療係（℡【幕】 54-6602）
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今月のつぶやき 　マリンスポーツをしたことがない！サーフィンが憧れ。　PN.北海道人

重度心身障害者医療費・ひとり親家庭等医療費・子ども医療費の助成制度について

 町では健康の保持と福祉の増進を目的として、医療費（自己負担額）の全部または一部の助成を行って
います。詳しくはお問い合わせください。 
◆制度の対象者
　　各制度の対象要件のいずれかに該当し、かつ該当する本人と該当者の生計を主として維持している
　方の前年（平成25年）の所得が一定未満（下表参照）の方。
◆重度心身障害者医療費助成制度
　◇身体障害者手帳の１級、２級または３級（内部障害の方のみ）の交付を受けている方
　◇療育手帳のＡ判定を受けている方、もしくは医師から重度の知的障害と判定された方
　◇精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けている方
　※65歳以上75歳未満の方は、後期高齢者医療制度に加入しなければ制度の対象とはなりません。
◆ひとり親家庭等医療費助成制度
　◇母または父～配偶者のいない母または父で18歳以下の子を扶養、監護している方、または18歳以上20
　歳未満の子を扶養している方

　◇ひとり親家庭の母または父に扶養、監護され、または両親の死亡、行方不明等により他の家庭で扶養
　されている18歳未満の方、もしくはひとり親家庭の母または父に扶養、または両親の死亡、行方不明
　等により他の家庭で扶養されている18歳以上20歳未満の方

◆子ども医療費助成制度
　◇中学校就学前の方（12歳到達後の最初の３月31日までの方）
　表≪所得制限の限度額≫

扶養親族の数
所　得　額　（円）

重度心身障害者医療 ひとり親家庭等医療 子ども医療
０人 6,287,000 2,360,000 6,220,000
１人 6,536,000 2,740,000 6,600,000

２人以上 以下 213,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算 以下 380,000 円ずつ加算

　※扶養親族の方の状況によって、金額が加算される場合があります。また、所得額の算出の際には制度
　によって控除額が異なります。

問　町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

国民健康保険高齢者受給証を更新します

入院や高額な外来診療を受ける際には、国民健康保険『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負
担額減額認定証』の申請手続きを忘れずに

 国民健康保険に加入されている方のうち、70歳未満の方と、70歳以上で市町村民税非課税世帯の方は、
申請により『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けることができます。
　この認定証を医療機関の窓口に提示すると、医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。
　また、市町村民税非課税世帯の方は、入院の際の食事代が減額となります。
　詳しくはお問い合わせください。 
問　町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

受給者証の更新について（有効期間は８月１日から翌年の７月31日となっています。）
　前年の所得による資格の判定を行うため、提出いただいている同意書に基づいて所得等の確認を
します。対象者には７月中に新たな受給者証をお送りします。

　国民健康保険に加入の70歳以上の方がお持ちになっている「高齢受給者証」は７月31日に有効期限を
迎えます。対象者には新しい高齢受給者証を７月下旬にお送りしますので、８月以降に病院にかかると
きは、更新後の受給者証を窓口で提示してください。
　詳しくはお問い合わせください。 
問　町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）
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「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」及び「子育て世帯臨時特例給付金」についてのお知らせ

１　臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の申請手続きの受付を、６月30日から
　開始しました。
　６月下旬に給付対象となる可能性のある方がいる世帯宛に申請関係書類をお送りしています。同封の
案内文書をよくお読みいただき、お近くの申請窓口で手続きをしてください。
　なお、制度の概要及び給付対象者については広報５月号と６月号に掲載していますので、ご確認くださ
い。
【申請手続きの流れについて】
○申請関係書類が届いた方は、お近くの申請窓口で手続きをしてください。
　平成26年度の町民税が課税されていない方で児童手当を受給している等により、どちらの給付金の対
　象要件も満たす場合は「臨時福祉給付金」の給付対象となりますので、申請の際はご注意ください。
○平成26年１月２日以降に幕別町に転入された方で対象になると思われる方は、１月１日時点で在住し 
　ていた市町村にお問い合わせください。
　①手続きに必要な書類
　　◆申請書
　　◆通帳の写し（給付金の振込みを希望する口座のもの）
　　◆本人確認書類の写し（臨時福祉給付金は給付対象者全員分）
　　　《子育て世帯臨時特例給付金の申請に伴う注意事項》
　　　・子育て世帯臨時特例給付金の給付を受ける際に、児童手当の振込口座に振込みを希望する場合      
　　　　は、通帳の写しと本人確認書類の写しは添付不要です。
　　　※公務員の方は通帳の写しの添付が必要です。
　　　・児童手当を受給している公務員の方は、所属庁から申請書類が配布されます。また、公務員の
　　　　方の児童手当の受給状況は、所属庁から本町に情報提供されないため、本町から支給対象の公
　　　　務員の方に個別にご案内できませんのでご留意願います。
　②申請期間
　　６月30日◯月から９月30日◯火火まで
　　午前８時45分～午後５時30分（※札内支所は水水曜日のみ午後７時00分まで）
　　※申請期間を過ぎますと、対象者であっても給付金を辞退したものと見なされるのでご注意ください。
　③申請窓口　保健福祉センター、役場町民課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿
【給付金の支給について】
　提出された申請書を審査し、給付金の給付の決定がなされた後に、給付金を指定された口座に振り込み
ます。口座が無い場合などは窓口で支給します。
２　給付を装った詐欺にご注意ください。
　給付を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 
　自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届きましたら、迷わず、役場や最寄り
の警察署に連絡してください。
・町や厚生労働省がＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）の操作をお願いすることは絶対にありません。 
・ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。 
・町や厚生労働省が給付金を給付するために、手数料の振込を求めることなどは絶対にありません。
問 ○臨時福祉給付金　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）
　　○子育て世帯臨時特例給付金　こども課児童福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）　

　厚生労働省では、７月31日現在で、常用労働者を
１～４人雇用している事業所を対象に、毎月勤労
統計調査特別調査を実施します。
　調査対象となる事業所には、８月から９月にか
けて統計調査員が訪問しますので、ご回答をお願
いします。
問　北海道総合政策部地域行政局統計課
　　労働統計グループ（直通電話 011-204-5146）

毎月勤労統計調査特別調査についてのお願い

　総務省および経済産業省では、７月１日を基準
日として、平成26年経済センサス－基礎調査と平
成26年商業統計調査を一体的に実施します。すべ
ての事業所および企業が対象になります。
◆調査の方法　調査員が訪問します。
◆回収期間　　７月１日◯火火から
※インターネットでも回答できます。
問　企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）

経済センサスー基礎調査と商業統計調査
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　看護師の職業に興味がある方を対象に、見学会
を開催します。
◆日時　７月31日◯木　
　　　　午前の部　午前10時～11時30分
　　　　午後の部　午後１時～２時30分
◆場所　帯広高等看護学院
◆内容　学院内見学・赤ちゃん人形の抱っこや血
　　　圧測定などの体験学習

◆対象　高校２年生以上で初めて参加される方
◆参加費　無料
◆持ち物　上履き
◆申し込み　電話またはメールで、氏名・性別・学
　　　　　校名・学年または年齢・午前、午後の
　　　　　希望の部をお知らせください。

◆受付期間　７月14日◯月～18日◯金
　　　　　　（受付時間午前９時～午後５時）
問・申　帯広高等看護学院（℡ 0155-47-8881）
　 　　メール：obikan@m2.octv.ne.jp

帯広高等看護学院見学会

　未接種者を対象に、再度実施します。今年度、最
後の実施となります。希望の方は申し込みくださ
い。
◆場所・日程
・保健福祉センター　８月４日◯月　
・札内福祉センター　８月５日◯火火
◆対象　２種混合ワクチンを接種したことのない
小学６年生

◆料金　無料
◆受付　午後１時～１時30分
◆持ち物　本年３月に送付した「ジフテリア・破傷
風予防接種予診票」、体温計、母子手帳。

※予診票は、当日会場にも用意してあります。
※転入等で接種していない方も接種できます。
◆申込期限　７月28日◯月 

問・申 保健課健康推進係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

小学６年生の２種混合（ジフテリア・破傷
風）ワクチン接種

　家畜改良増殖法に基づき、次のとおり種畜検査
を実施しますので、新規に受検される種畜を飼養
されている方は、期限厳守のうえ、申し込みくださ
い。
◆日時　８月27日◯水水（忠類地区）
　　　　８月28日◯木（幕別地区）
◆申込期限　７月11日◯金
問・申　農林課畜産係（℡【幕】 54-6605）
　　　 忠類総合支所経済建設課（℡【忠】 ８-2111）

平成26年度定期種畜検査

教育委員会プール監視員（高校生）募集

業務内容 遊泳者の安全監視業務

募集人数 ４人

応募条件 普通救命講習を受講済みの方

勤務場所

・幕別プール（新町）
・札内東プール（札内青葉町）
・札内北プール（札内北町）
・札内南プール（札内文京町）

勤務期間 ７月26日◯土～８月18日◯月

勤務時間
・午前10時～正午
・午後１時～５時（１日６時間）

賃金 740円（時給）

◆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。
◆申込期限　７月14日◯月
◆提出先　教育委員会社会体育係、札内支所
◆面接日時　申込期限後、申込者に、面接日時をお
知らせします。

問　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

平成26年度町臨時的任用職員の募集

　若年層の就職支援を目的とし、町の臨時的任用
職員を募集します。

臨時的任用職員

業務内容 一般事務補助

募集人数 ２人

応募資格

以下の全ての要件を満たす方
・幕別町在住の方（住民票があること）
・平成23年３月以降に学校（専門学校
　含む）を卒業した方
・求職活動中の方

勤 務 日

月～木曜日の週４日勤務
金曜日は求職活動や自己研修等に充て
るものとしますが、勤務場所によって
勤務の曜日や時間が変わる場合があり
ます。

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

任用期間 平成26年８月１日◯金～平成27年１月31日◯土
賃 金 日額5,730円
社会保険等 社会保険、雇用保険、労働災害保険に加入

◆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

◆提出期限　７月18日◯金（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　７月25日◯金　 午前９時から
※詳細は、後日お知らせします。

■問・■提　 商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

       〒089-0692　幕別町本町130番地
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今夏の節電のお願い　節電期間・時間帯　７月１日～９月30日　平日午前９時～午後８時

　この夏は、さまざまな電力需給対策に取り組むことにより、電力の安定供給に最低限必要な供給予備率
３％以上を確保できる見通しです。
　この見通しは、昨年までの節電行動により定着した節電量を見込んだものであり、計画外の発電設備の
停止等による電力供給の不足も懸念されますので、各家庭、事業所等での節電にご協力をお願いします。

ご家庭向けの節電方法の一例
照　明 不要な照明をできるだけ消す、買い替え時にＬＥＤ照明に交換する
テレビ 省エネモードに設定する、画面の輝度を下げる、見ない時は電源をコンセントから抜く
冷蔵庫 設定を「中」にする、扉を開ける時間をできるだけ減らす、食品を詰め込み過ぎないようにする
炊飯器 早朝にタイマー機能で１日分をまとめて炊いて、冷蔵庫や冷凍庫に保存する

事業所等向けの節電方法の一例
照　明 執務エリアの照明を間引きする、使用していないエリアの消灯の徹底
ＯＡ機器 長時間席を離れるときは、電源を切るかスタンバイモードにする
空　調 設定温度を 28℃に設定する、使用していないエリアの空調を停止する、ブラインド、すだれ

等により日射を遮る

昨夏の公共施設における節電実績（猛暑だった 2010 年夏との比較）

施設名
削減率（％）

７月 ８月 ９月 合計
役場庁舎 -3.3 -10.2 -5.1 -6.3
近隣センター・幕別札内コミセン -8.7 -1.6 -17.2 -9.4
保健福祉センター -9.1 -20.9 -8.1 -13.0
忠類コミセン（総合支所） -15.8 -25.9 -11.9 -18.1
札内福祉センター（札内支所） 2.0 -18.1 -2.8 -6.4
百年記念ホール -22.0 -24.4 -32.1 -26.0
札内スポーツセンター -0.4 -16.5 -15.7 -11.2

※お盆期間（８月13日～15日）を除く

問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）・忠類総合支所地域振興課住民生活係（℡【忠】 ８-2111）

　教育委員会では、児童生徒への学習支援や生活
介助等を行う特別支援教育支援員の資質向上と養
成を目的に研修会を開催します。
◆日時（全３日間）　
・７月30日◯水水　午前９時15分～正午
・７月31日◯木　午前９時15分～正午
・９月８日◯月　午前９時　　～正午
◆場所　
・札内福祉センター（１・２日目）
・幕別小学校または札内中学校（３日目）
◆内容　
　特別支援教育に関する基本的な事項についての
講義、事例研修、授業参観など

◆対象　
　幕別町の特別支援教育支援員として登録を希望
する方または現在勤務している方

◆定員　40人
◆申込期限　７月22日◯火火
問・申　教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）

特別支援教育支援員研修会の開催小規模修繕契約希望者登録を受付します

　町が発注する小規模な修繕の受注希望者の登録
を受付します。
◆登録対象者　
　入札参加資格を有しない、町内に本社・本店を有する

法人、または町内に住所を有する個人事業主。
◆対象となる契約
　内容が軽易で、かつ履行が容易な修繕の契約
で、その予定価格が30万円未満のもの。

◆登録・有効期間　
◇平成26年７月１日◯火火～18日◯金までの受付分

（有効期間）
　平成26年８月１日◯金～平成28年７月31日◯日まで
◇以降毎月20日までの受付分（随時受付分）
（有効期間）
　受付した翌月の１日～平成28年７月31日◯日まで
※前回登録された方も、７月末で登録有効期間が
満了となりますので、新たに申請が必要です。

※小規模修繕を発注する際の事業者選定の対象と
なりますが、見積参加や契約を約束するもので
はありません。

※詳しくは町ホームページをご覧ください。
問・申　総務課管財係（℡【幕】 54-6608）
　　　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/

くりりんセンター休館日のお知らせ

　７月21日◯月の「海の日」は、定期点検整備のため
休館日です。ごみの持ち込みはできません。
問　十勝環境複合事務組合くりりんセンター
　　（℡ 0155-37-3550）
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今月のつぶやき 学生時代、友達と大音量で音楽をかけながら海までドライブ。青春だったなぁ～。　PN.ファーマシー

　７月１日◯火火から予約型乗合タクシー古舞線の試験運行を行います。
◆予約型乗合タクシーとは
◇予約型乗合タクシーは、予約があった場合のみに運行する乗合タクシーです。
◇１・２便、各地区から札内駅や札内市街へ向かう便は、自宅から札内市街まで運行します。
◇３・４便、札内市街から各地区へ向かう便は、札内市街から自宅まで運行します。
◆運行期間
　平成26年７月１日◯火火から平成27年３月31日◯火火までの９か月間
◆運行区域（公区）・乗車運賃

200 円区域 400 円区域 600 円区域 800 円区域
途別、上稲志別、日新１、日新２、昭和、依田、西和、千住１
千住２、千住東、稲志別、新生、中稲志別、豊岡１、豊岡２公区 新和公区 古舞公区

明倫公区 美川公区

※小学生や高齢者等の運賃半額制度があります。詳しくはお問い合わせください。
◆運休日　土、日・祝日と12月31日◯水水から１月３日◯土までは運休となります。
◆到着・出発時間

各地区から札内市街へ向かう便 札内市街から各地区へ向かう便
到着 １便 ２便 出発 ３便 ４便

札内駅 ８時 25 分 10 時 40 分 札内支所 13 時 25 分 16 時 20 分
十勝バス
札内バス亭 ８時 30 分 10 時 45 分 十勝バス

札内バス亭 13 時 30 分 16 時 25 分

札内支所 ８時 35 分 10 時 50 分 札内駅 13 時 35 分 16 時 30 分

※１便と２便は、札内支所到着後に札内市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設でも降車できます。
※３便と４便は、札内支所出発後に札内市街地内の公共施設、医療機関及び買物施設でも乗車できます。
◆ご利用方法
◇１便は前日の午後７時30分までに、２便は当日の午前９時
　までに、３便は当日の午後０時45分までに、４便は当日の
　午後３時45分までに電話で予約してください。
◇１・２便をご利用の場合は、ご自宅までお迎えにあがります。
◇３・４便をご利用の場合は、出発時間までに札内支所などの
　停留所または予約した乗車場所にお集まりください。
◆ご利用予約　北斗タクシー　（℡【幕】 56-6161）
■問　企画室企画情報担当　（℡【幕】54－6610）
※コミバスや予約型乗合タクシーについての出前講座も随時受付しておりますので、ご利用ください。

予約型乗合タクシーの試験運行を行います

　犬の飼い方に関する意見が町に寄せられています。
　飼い主の方は、次のマナーを必ず守りましょう。
◇公園や路上に放置された「ふん」は非常に迷惑で
　す。散歩途中の「ふん」は、回収し必ず持ち帰りま
　しょう。
◇犬の放し飼いは禁止されて
　います。散歩のときは必ず
　リードをつけましょう。
◇むだ吠えをしないようにし
　つけましょう。
◇飼っている場所は清潔にする
　よう心がけましょう。
◇犬は、最後まで責任をもって飼いましょう。
問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）
　　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

犬を飼われている方へのお願い

　庭先等の野外で行う焼肉は、近隣住宅等への迷
惑にならないよう次の点に特に注意しましょう。
◇夜遅くまで騒ぐのはやめましょう。
◇火火気の取り扱いには十分注意しましょう。
◇臭いや煙など周辺環境に配慮しましょう。
◇後片付けを確実に行い、ごみは分別しましょう。
問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）
　　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

外での焼肉はマナーを守って

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26年４月24日　匿名　40万円　
　平成26年５月29日　匿名　10万円
　平成26年５月29日　匿名　10万円
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　幕別中央会館は、昭和37年に幕別消防本部庁舎
として建築され、その後、57年に消防本部の移転に
伴い、一般の方に利用いただいてまいりました。
　しかしながら、建築から51年が経過し老朽化が
激しく使用が困難になってきたことや、ここ数年、
利用が急激に減少していることなどから、幕別中
央会館の一般使用を平成26年７月31日をもって取
りやめることにいたしました。
　今後は、町民会館やコミュニティセンターなど
を利用して頂きたいと思いますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
問　総務課管財係（℡【幕】 54-6608）

幕別中央会館の一般使用の中止について

消費生活相談室から<相談事例>

未成年の子が自転車で走行中に、止まって
いた乗用車にぶつかってしまい高額な修理
代を請求された。

　この相談は物損事故で自転車側に100％
過失があり、車側の保険会社と当事者の保
護者間での交渉により修理代の示談が成立
しています。人身事故でなかったのが不幸
中の幸いでした。
　自転車における交通事故は近年増加して
おり、内閣府の政府広報での発表では昨年
１年間で約12万件発生しているとの事で
す。また、自転車の交通事故は被害者になる
ばかりか、加害者になってしまう場合もあ
ります。特に歩道上の自転車と歩行者にお
ける事故の場合は自転車側にかなりの過失
責任が求められることが予想されます。近
年では、自転車の加害事故においても１億
円くらいの高額賠償事例もあります。万が
一に備え、「個人賠償責任保険(＊１)」や、自転
車店などで整備を受け「ＴＳマーク付帯保
険(＊２)」への加入など検討してみてはいか
がでしょう。

(＊１)個人賠償責任保険とは相手の生命、体、財産に対す

る保証を目的とし、一般的には傷害保険、火火災保険、自動車

保険などの特約としてセットすることが多い保険です。

(＊２)ＴＳマーク付帯保険は人にではなく、自転車にか

けられているという点が異なります。従って、支払い対

象となるのは所有者にかかわらず貼付自転車に搭乗中

の人です。また、一般的な自転車保険と同じですが対人

のみなので注意。青色と赤色の２種類の補償内容があり

ます。

幕別町消費生活相談室

　　　　相談時間　午前10時～午後３時
　　　　受付電話番号 【幕】 55-5800

幕別 相談日
場　所

火火・木曜日  
役場商工観光課内

札内 相談日
場　所

月～金曜日  
札内福祉センター内

忠類 相談日
場　所

第２・４水水曜日 
忠類コミュニティーセンター内

　　  
質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

【幕別会場】
◆日時　７月17日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　佐藤恵子さん、赤石裕元さん
【忠類会場】
◆日時　７月17日◯木　午前10時～正午
◆場所　ふれあいセンター福寿
◆担当　桐山武博さん、三島まゆみさん
問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

７月の人権相談

７月の行政相談

出前講座（講演・寸劇）をご利用ください

　町内の公区やグループ、団体を対象に、悪質商法
等の被害防止について学ぶ出前講座を消費生活相
談室と幕別町消費者協会が連携して行っていま
す。お気軽にお申込みください。
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

◆日時　７月17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
問　新町・℡【幕】 54‐5267

施設の改修工事について

　次の施設について改修工事を予定していますの
でご承知ください。 
　なお、工事等により利用できない期間について
は、広報８月号とホームページでお知らせします。
◆幕別町民会館耐震改修工事 
　予定期間　平成26年８月～平成27年２月 
◆幕別町百年記念ホール改修工事 
　予定期間　平成26年７月～平成26年９月
問　生涯学習課社会教育係　（℡【幕】 54‐2006）
　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/
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今月のつぶやき   沖縄の、青く澄んだ海と白い砂浜をもう一度見たい。　PN.エイサー

◆入居資格（１～４のすべてに該当すること）
　１　住宅にお困りの方　
　２　同居する親族がいる方（単身の場合は、昭和31年４月１日以前生まれの方）
　３　公営住宅法に定める収入基準以内の方（詳細は、お問い合わせください）
　４　申込者と同居予定者が暴力団員でない方
◆定期募集する住宅
　【一般公募の住宅】（①～②、⑦～⑧、⑫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 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃

①町営新緑町西（２-20） １ ３ＤＫ 昭和54年

入居者負担

10,400円～ 19,200円

②町営桂町２（１-5） ２ ３ＬＤＫ 昭和57年 16,900円～ 33,200円

③町営桂町２（４-5） ２ ３ＬＤＫ 昭和58年 17,100円～ 33,700円

④町営あかしや南（１-206） ２ ３ＤＫ 昭和51年

リース

12,500円～ 24,600円

⑤町営あかしや南（１-401） ４ ３ＤＫ 昭和51年 12,500円～ 24,600円

⑥町営あかしや南（２-401） ４ ３ＤＫ 昭和52年 12,700円～ 25,000円

⑦町営あかしや南（２-402） ４ ３ＤＫ 昭和52年 12,700円～ 25,000円

⑧町営あかしや南（６-301） ３ ３ＬＤＫ 昭和56年 17,200円～ 33,800円

⑨町営泉町（１-４） １ ３ＬＤＫ 平成５年

有 リース

22,700円～ 44,600円

⑩町営泉町（１-10） ２ ３ＬＤＫ 平成５年 22,700円～ 44,600円

⑪町営泉町（１-25） ２ ３ＬＤＫ 平成６年 23,000円～ 45,200円

⑫町営泉町（１-27） ３ ３ＬＤＫ 平成６年 22,200円～ 43,600円

⑬町営泉町（４-212） ２ ３ＬＤＫ 平成９年 23,200円～ 45,500円

公営住宅の入居者募集

◆随時募集する住宅（申し込みがあった時点で、募集終了となります。）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃

①町営新緑町南（１-5） ２ ３ＬＤＫ 昭和59年
入居者負担

15,000円～ 29,600円

②町営新緑町南（１-4） ２ ３ＬＤＫ 昭和59年 15,000円～ 29,600円

◆定期募集期間　７月７日◯月～７月11日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　７月23日◯水水　 
※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　８月１日◯金　午後２時（午後１時30分より受付）場所　百年記念ホール講堂
※８月２日◯土から８月８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。
申　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所

■問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

社会・産業・文化・スポーツの功労賞および善行賞

　町では町表彰条例に基づき、社会・産業の発展、文化・スポーツの振興に大きく貢献されている方、他の
模範となるような善行や努力をされている方の功績をたたえ、毎年表彰を行っています。町民の皆さんか
らの推せんをお待ちしています。
◆推せん期日　８月20日◯水水
◆推せん方法・問い合わせ先　
　次のところに所定の様式を請求し、候補者の功績、略歴等を詳しくご記入の上提出してください。
◇社会・産業功労賞、善行賞　
・総務課総務係（℡【幕】 54-6608）・忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）
◇文化・スポーツ功労賞
・教育委員会（℡【幕】 54-2006）・忠類総合支所生涯学習課（℡【忠】 ８-2201）
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◆募集する住宅（①の住宅については今回募集がなければ、随時募集となります。） 

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
①緑町　緑町22－５
　耐火火３階建て ３-207 ２ １ＤＫ 平成９年

有

　オール電化
　○蓄熱式電気暖房
　○電気温水水器
　○電気調理器

33,300円

②緑町　緑町22－５
　耐火火３階建て １-301 ３ １ＤＫ 平成６年 30,200円

③緑町　緑町22－５
　耐火火３階建て １-303 ３ １ＤＫ 平成６年 30,200円

緑町団地【単身者住宅】入居者募集

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
で夜間受付を行いますので、ご利用ください。
◆日時　７月９日◯水水、７月23日◯水水　午後５時30分～７時まで
◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所２階経済建設課窓口、札内支所
◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの（給与証明書、年金振込通知書など）
■問　・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）

　詳細は、自衛隊帯広募集案内所へお問い合わせください。　

募集種目 応募資格 受付期間 試験日

航空学生 高卒（見込み含む）
21 歳未満の者 ８月１日◯金

～

９月９日◯火火

１次　９月23日◯火火
２次　10月18日◯土～ 23日◯木
３次　11月15日◯土～ 12月18日◯木

一般曹候補生

18 歳以上
27 歳未満の者

１次　９月19日◯金・20日◯土
２次　10月13日◯月・14日◯火火

自衛官候補生（女子） 　　　９月28日◯日

自衛官候補生（男子） 試験日の前日まで
　　　７月13日◯日・８月31日◯日
　　　９月29日◯月・９月30日◯火火・10月１日◯水水

自衛官を募集します

危険家屋の情報提供のお願い

　町では、安心・安全なまちづくりを推進するため、老朽化した危険な空き家の現況を把握したいと考え
ております。みなさんの近隣にこのような空き家がございましたら、下記まで情報をお寄せください。
◆情報の例
◇自宅の西隣に、長期間誰も住んでいない住宅があって、破損した壁や割れたガラスが道路に散乱する
等、危険だと思われます。場所は幕別町○○町の○○番地、私の自宅のすぐ西隣です。

◇○○小学校の南側の土地にある住宅は、長期間誰も住んでいないようで、壁や屋根には穴が開き、建物
全体が傾いていて倒れそうになっています。こどもたちの通学路に近いこともありとても危険です。

◇自宅と南側の公園の間にある土地に、老朽化した住宅と物置と車庫がありますが、15年ほど前から誰も
住んでおらず空き家となっていて、玄関や窓の施錠もしていないようで、公園に近いこともあり人が無
断で出入りをしているようです。建物も古く倒壊の恐れもあるのでご連絡しました。

■問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）

問 自衛隊帯広募集案内所（℡ 0155-23-8718）

◆定期募集期間　７月７日◯月～11日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　７月23日◯水水　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　８月１日◯金　午前10時　幕別町役場４階　会議室
※８月２日◯土から８月15日◯金までに入居願います。
◆提出書類等　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　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
■問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）
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問　町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）
平成27年度から軽自動車税が変わります

　平成26年度の地方税法等の一部改正によって、平成27年度から軽自動車税が以下のように変更になります。
①原付や125ccを超えるバイクなどの車両（平成27年度から税額が変わります。）

車　種　区　分 平成 26 年度まで 平成 27 年度以降

 原　　付

　50cc 以下 　　　　1,000 円 　　　　2,000 円
　50cc 超 90cc 以下 　　　　1,200 円 　　　　2,000 円
　90cc 超 125cc 以下 　　　　1,600 円 　　　　2,400 円
　ミニカー 　　　　2,500 円 　　　　3,700 円

 軽 二 輪（125cc 超 250cc 以下） 　　　　2,400 円 　　　　3,600 円
 小型二輪（250cc 超） 　　　　4,000 円 　　　　6,000 円

 小型特殊
　農耕作業用 　　　　1,600 円 　　　　2,000 円
　その他 　　　　4,700 円 　　　　5,900 円

●「最初の新規検査年」が平成14年以前の車両

車　種　区　分 平成 27 年度まで 平成 28 年度以降
三　　輪 　　　　3,100 円 　　　　4,600 円

四輪以上
乗　用

自家用 　　　　7,200 円  　　　12,900 円
営業用 　　　　5,500 円 　　　　8,200 円

貨物用
自家用 　　　　4,000 円 　　　　6,000 円
営業用 　　　　3,000 円 　　　　4,500 円

●「最初の新規検査年」が平成15年から平成27年３月の車両

車　種　区　分 平成 28 年度まで
平成 29 年度以降

 最初の新規検査年
 から 13 年目まで

 最初の新規検査年
 から 14 年目以降

三　　輪 　　　　3,100 円 　　　　3,100 円 　　　　4,600 円

四輪以上
乗　用

自家用 　　　　7,200 円 　　　　7,200 円  　　　12,900 円
営業用 　　　　5,500 円 　　　　5,500 円 　　　　8,200 円

貨物用
自家用 　　　　4,000 円 　　　　4,000 円 　　　　6,000 円
営業用 　　　　3,000 円 　　　　3,000 円 　　　　4,500 円

「最初の新規検査年」から13年目までは現行税額です。14年目以降増額になります。

●「最初の新規検査年」が平成27年４月以後の車両

車　種　区　分  最初の新規検査年
 から 13 年目まで

 最初の新規検査年
 から 14 年目以降

三　　輪 　　　　3,900 円 　　　　4,600 円

四輪以上
乗　用

自家用  　　　10,800 円  　　　12,900 円
営業用 　　　　6,900 円 　　　　8,200 円

貨物用
自家用 　　　　5,000 円 　　　　6,000 円
営業用 　　　　3,800 円 　　　　4,500 円

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

まくべつ夏フェスタ2014のフリーマーケット参加者・ボランティアスタッフ募集
◆フリーマーケット参加者募集
　会場の一角に設置するフリーマーケットに出店する

方を募集します。電話でお問い合わせください。
１　出店日時　７月20日◯日　午後１時～６時
　　（荒天の場合は翌日21日◯月に延期）
２　参 加 料　500円
３　申込期限　７月10日◯木

◆ボランティアスタッフ募集
　当日の準備や運営等を手伝っていただけるボラン

ティアを募集します。電話でお問い合わせください。
　１　日時　７月20日◯日　 午前９時～午後４時
　　　（荒天の場合は21日◯月に延期）
　２　主な内容　会場設営、ゲームの運営等の補助
　３　申込期限　７月10日◯木

問 商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）　 

「最初の新規検査年」から13年目までは新税額です。14年目以降増額になります。
■問　税務課資産税係（℡【幕】 54-6604）

平成26年度、平成27年度は現行税額です。平成28年度から増額になります。

②軽四輪などの車両（「最初の新規検査年」によって税額が異なります。）
※「最初の新規検査年」とは、自動車検査証に記載されている初度検査年のことです。
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生ビール３杯（またはペットボトルジュース５本）、抽選券付きで前売り 1,000 円（当日 1,200 円）
○利益金の一部は町内の社会福祉および交通遺児募金に寄付しています。

サマーカーニバル 2014 共通チケット

問い合わせ先　幕別町商工会（℡【幕】54-2703）・幕別町商工会札内支所（℡【幕】56-2709）

日時　７月20日◯日　午後１時～
場所　幕別運動公園多目的広場

　空手の演武や豊穣太鼓などのパフォーマンス、
大抽選会や花火火大会など盛りだくさんの内容です。
　盛夏の一日をお楽しみください。

●プ●ロ●グ●ラ●       　　              ム                       

13:00 開会セレモニー　こども豊穣太鼓の演奏
13:20 幕別中央保育所園児による踊り
13:40 TWIRL TEAM ONE（バトントワリング）
14:10　幕別町空手道スポーツ少年団による空手の演武
14:40 MIKA BATONCLUB( バトントワリング )
15:10 幕別中学校吹奏楽部による演奏
16:00　ザ・ツイスターズによるバンド演奏 
17:30 開会挨拶・来賓挨拶
17:40　豊穣太鼓の演奏
18:00 大抽選会
20:00 花火火大会
21:00 終了
○ゲーム等　13:00 ～ 16:00　ふわふわ遊具
　プレート落とし（子ども 100 円、大人 200 円）
○出店　13:00 ～ 21:00
　幕別町観光物産協会会員売店、商工会青年部売店
○ 13:00 ～ 18:00　幕別和牛試食販売（なくなり次第終了）
　　　　　　　　 フリーマーケット

※雨天の場合、翌日（21日）に延期となる場
合があります。（当日10時に決定）

※運動公園内での焼肉は禁止されています。
※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※安全確保と衛生管理のため、イベント会

場へのペットを連れてのご入場はご遠
慮ください。

※駐車場に限りがあります。交通渋滞緩和の
ためにも、公共交通機関をご利用ください。

・十勝バス帯広陸別線、幕別十字街バス
停下車、徒歩12分

・ＪＲ幕別駅下車、徒歩13分
※違法駐車や路上駐車等は、近隣の住民に迷

惑になるほか、緊急災害時の安全確保の妨
げになります。絶対におやめください。主催/まくべつ夏フェスタ2014実行委員会

共催/幕別町商工会・十勝毎日新聞社・FM-JAGA
　　　・幕別町
主管/幕別町観光物産協会

問い合わせ先　　商工観光課（℡【幕】54-6606）
※土日・当日は、幕別町役場（℡【幕】54-2111）

●プ●ロ●グ●ラ●                     ム                     

14:00　札内東中学校　吹奏楽演奏
　　　 札内バトントワラーズ（バトントワリング）
　　　 リリーズ（チアリーディング）
　　　 TWIRL TEAM ONE（バトントワリング）
16:15　セレモニー
16:40　サマーカーニバル　早食い早飲み大会
18:00　春日ゆうじ歌謡ライブ
18:30　ビアガーデン大抽選会（前半）
19:00　江陵高校パフォーマンス
20:00　ビアガーデン大抽選会（後半）
20:30　終了（予定）

日時　７月12日◯土　午後２時～
場所　札内中央公園

　早食い早飲み大会や大抽選会など、
内容盛りだくさん！
　ぜひ、ご来場ください。

※安全確保と衛生管理のため、ペット
を連れてのご入場はお断りします。
ご理解とご協力をお願いします。

※飲食などのごみは、お持ち帰りとな
ります。ご協力ください。

＆サマーカーニバル2014
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＆サマーカーニバル2014
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◎救急員資格継続研修
◆日程　７月13日◯日　午前９時～午後３時
◆会場　札内福祉センター２階大集会室
◆内容　赤十字救急法、一次救命処置、応急手当
◆対象　赤十字救急法救急員の資格を取得して２
　年以上３年未満経過した方（資格の有効期限を
　迎える月の末日までが受講期限です。）
◆定員　20人（先着順・定員になり次第締め切り。）
◆持ち物　救急員認定証、三角巾２枚、保護ガーゼ、
　筆記用具と昼食
◆受講経費　1,150円（教本、教材代実費、保険料）
◆申込期限　７月４日◯金
◎救急員養成講習
◆日程（全３日間）
　７月19日◯土　午前９時～午後５時30分
　７月20日◯日　午前９時～午後５時30分
　７月27日◯日　午前９時～午後５時30分
◆場所　札内スポーツセンター研修室
◆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　25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　７月11日◯金
問・申　日本赤十字社幕別町分区
　　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

　飲食店等で、お米を使ったメニューがある場合、
飲食店では消費者にお米の産地情報「○○産」と表
示をしなければなりません。
　消費者の皆様に安心して商品選択をしていただ
くため、事業者にお米の産地情報の伝達を義務付
けています。
　「安全・安心」なお米を食べる
ため、皆さまにこの法律を理解し
ていただく必要があります。
　詳細は、農林水水産省ＨＰまたは、
北海道農政事務所帯広地域センター
までお問い合わせください。
問 北海道農政事務所帯広地域
　　センター（℡ 0155-24-3154）

「米トレーサビリティ法」をご存知ですか？

日本赤十字社救急法救急員資格継続研
修および救急員養成講習会の開催

　核兵器のない平和な世界を願い、折り鶴を作り
ませんか？平和を考える催しの一環として折り鶴
を募集します。折り鶴は８月開催の原爆パネル展
会場に展示し、終戦記念日に合わせて広島・長崎へ
送付します。
◆募集期間　
　７月10日◯木～31日◯木　午前９時～午後５時
◆大きさ等
・15cm四方程度のおりがみ（広告・包装紙も可）
・つなげて束ねる場合は丈夫なひも（たこ糸など）
で長さ150cm・束の幅25cm程度

・たこ糸や割り箸を短く加工したもの等、可燃の
もので束ねてください

・お名前やメッセージを書いた短冊の添付可
◆受付場所　
・役場１階ロビー
・忠類コミュニティセンターロビー
・札内支所
問　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

平和な世界を願って

　 平和非核宣言の町として、核兵器のない、平和で

安全な世界の実現を願い、パネル展を開催します。

◆期間　８月４日◯月～ 11日◯月
　　　　午前８時45分～午後５時30分

◆展示場所　役場１階ロビー

■問　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

平和と非核を願って原爆パネル展を開催

◆受験資格　高卒後５年を経過していない者およ
　び高等学校卒業見込みの方等
◆受付期間　
◇インターネット申込　
　７月22日◯火火～７月31日◯木
◇郵送・持参　
　７月22日◯火火～７月25日◯金（当日消印有効）
◇第１次試験　
　９月28日◯日　試験地：釧路市など
◇第２次試験　
　10月21日◯火火～30日◯　木 試験地：小樽市
◇第３次試験（航空課程のみ）
　10月21日◯火火～30日◯　木 試験地：東京都
◇ホームページ
　http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyo/bosyu/nittei.html
問 釧路海上保安部管理課（℡ 0154-22-0118）

海上保安官（国家公務員）を募集します
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問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

講座名 時間 幕別トレセン 札内スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ ４、11、18、25日◯月 ５、12、19、26日◯火火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 12、26日◯火火 ７、21、28◯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◯水水

19:30～ ５日◯火火 25日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 29日◯金 13日◯水水

19:30～ 14日◯木 ８、22日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ １、８、22日◯金 ６、20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～ ７、14、21、28日◯木

講座名 時間 幕別町民プール

水水中エクササイズ
15:30～ ４日◯月　21日◯木　

19:00～ ７日◯　木 19日◯火火

■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/忠類総合支所内・生涯学習係）
　・幕別町民プール（℡【幕】54-6373）

８月の健康講座

　
パークゴルフ発祥の町　パークゴルフ家族大会の開催

◆開催日　７月20日◯日　

・開会式　　午前９時

・競技開始　午前９時30分

・閉会式　　正午

※広報６月号でお知らせした開催時間が変更と

なっていますので、ご注意ください。

◆場所　つつじ・サーモンコース

※つつじコース０番ホールに集合してください。

◆参加対象（定員）
・中高校生部門（20人）

・親子部門（10組20人）

　小学生と父母や祖父母の家族２人１組のチーム

・家族部門（20組40人）

　夫婦、兄妹などの家族２人１組のチーム

◆参加料
・中高生部門　　　１人　無料

・親子、家族部門　１組　500円

※参加料は、当日、会場にてお支払いください。

◆申込期限
　７月14日◯月まで。

◆申込方法
　教育委員会社会体育係へ電話でお申し込みくだ

さい。

◆競技方法
・中高校生部門（サーモンコース）

　18ホール、ストロークプレー。

・家族部門、親子部門（つつじコース）

　18ホール、フォアサム方式（家族で一つのボー

ルを交互に打ち合う）によるストロークプ

レー。

・共通　同順位の場合、１位、２位のみプレーオ

　フとし、以下の入賞者は、Ｂコースのスコアの

　良い方を上位とする。（カウントバック方式）

◆表彰
・各部門　優勝、準優勝、３位

・共　通　ホールインワン賞、ラッキー賞、参加賞

◆町パークゴルフ協会会員からのアドバイス
　ルールやマナー、上手な打ち方などのアドバイス

を受けながら、協会会員と一緒にプレーします。

・中高生部門（中高生３人と協会会員１人の４人

でプレーします。）

・家族部門、親子部門（家族・親子部門２組と協

会会員１人が一緒にプレーします。）

※雨天の場合は、中止します。（小雨決行）

問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）
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◆日時　８月18日◯月～９月19日◯金
◆試合開始　
　第１試合　午後７時30分～
　第２試合　午後８時40分～
※選手は10分前に集合
◆場所　運動公園町営ソフトボール球場
◆参加資格　町内の職場・同好会・地域（公区）など
　で編成されたチーム
※女性及び小・中学生、高校生は参加できません。
※登録名簿に登録した選手以外は出場できません。
◆参加料　１チーム　6,000円（申込時）
◆監督会議　８月１日◯金　午後７時～
　町民会館２階第１会議室
◆申込受付　監督会議で受け付けます
問　町ソフトボール協会事務局　関根
　　（℡【幕】 54-3064・090-1644-9974）

第38回全幕別男子ソフトボール選手権大会

◆日時　７月15日◯火火　 

　受付　　　午前９時
　開会式　　午前９時10分
　試合開始　午前９時30分
　閉会式　　午前11時30分予定
◆場所　札内スポーツセンター
◆主催　町テニポン協会
◆競技種目　ダブルス
　・一般の部（男女）
　・２部（初心者・シニア男女）
※組み合せは、当日会場にて抽選を行います。
◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　７月８日◯火火　
※ＦＡＸで申し込みください。
問・申　町テニポン協会事務局　迎
　　　　（℡・Fax(【幕】 56-5955）

第12回幕別町テニポン交流大会

◆日時　７月27日◯日
 

　午前５時45分　町民会館前発
　午前６時　　　札内福祉センター前発
※10分前に集合して下さい　
※雨天決行(現地で判断します)
◆場所　黒岳（1,984ｍ・標高差364ｍ）
◆主催　幕別山遊会
◆共催　NPO法人とかちキムンカムイの森
◆対象　町内在住の小学３年生以上の方（小学生
　は保護者同伴）
◆参加料　4,500円（バス代・保険料など）
◆定員　25人（定員になり次第締め切り）
◆申込期限　７月19日◯　土 午後５時
問・申 
　幕別山遊会・とかちキムンカムイの森事務局　
　鈴木勝利（℡・Fax【幕】 56-6757）

パッと広がる雲上の世界！「黒岳」夏山登山

◆日時　７月27日◯日
　受付　　午前８時50分まで
　開会式　午前９時～
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆参加資格　町ミニバレー協会登録者で構成する
　チーム（参加申し込みと同時に平成26度協会登
　録を受け付けます。）東部ブロックの各協会及び
　忠類協会に登録している選手で構成するチーム
◆種目　混成の部（年齢制限なし）
◆参加料　【町ミニバレー協会員】１人600円
　【東部ブロック各協会及び忠類協会員】１人800円
※大会当日に納入ください。
◆登録料　１人　600円（当日受付）
◆申込期限　７月13日◯日
問・申　町ミニバレー協会事務局　久保田
　　　　（℡・Fax 0155-30-6737）

ミニバレー夏季混成大会

◆日時　８月24日◯日　開会式　  午前８時40分
　　　　　　　　　　協議開始　午前９時
◆場所　運動公園陸上競技場
◆参加料　１人２種目300円
◆参加対象　小・中・高校生、一般
◆申込期限　７月31日◯木
◆申込方法　団体は、町内各学校に配布される申
込書で申し込みください。個人または一般での
申し込みは、町陸上競技協会事務局まで直接ご
連絡ください。

問　町陸上競技協会事務局　柿崎
    （℡・Fax【幕】 54-2194）
※幼児の60ｍ競争を行います。（当日午前10時まで
受付・参加無料）

第38回幕別町陸上競技選手権大会

　町内在住の勤労者に対し、医療・教育・冠婚葬祭
等の資金を融資する制度があります。
　貸付けの際には、取扱金融機関の審査がありま
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
◆貸付期間　５年以内
◆貸付利率　1.0％（教育に係る貸付は年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）

勤労者福祉資金のご案内
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夏休みチャレンジ講座

あの店の人気メニューを作ってみよう！
町内人気店の絶品料理講座　第２弾

■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

◆日時　７月29日◯火火、８月30日◯土、９月17日◯水水、
10月20日◯月、11月18日◯火火午前10時～午後１時
（※10月20日のみ午後４時～７時）全５回
◆場所　百年記念ホール　調理実習室
◆講師　
　７月「ＳＡＩＫＩ」店長　北島　昌幸さん
　８月「たま味」店主　木川　珠味さん
　９月「うな八」店主　八十嶋　邦貴さん
　10月「小代そば処」店主　小代　和浩さん
　11月「とんかつのつかさ」店主　渡辺　鋭司さん
◆対象　一般　12名（応募者多数の場合抽選、コー
スで申し込みの方優先）

◆受講料　2,500円(単発も可、１回500円)
◆材料費　5,000円(単発受講の場合、１回分1,000円) 
◆持ち物　エプロン、バンダナ、フキン、タッパー他 

◆申込期限　７月21日◯月
※２回目以降は定員に空きがあれば受付可能 

日程 料理内容
１回目（７月）前菜、パスタ、メイン料理
２回目（８月）煮魚、南瓜のサラダ、混ぜご飯

３回目（９月）鮭料理（ムニエル、フライ、いく
ら醤油漬け、鮭汁）

４回目（10月）手打ちそば（冷・温）

５回目（11月）
とんかつ、ヒレかつ、マカロニサラダ、
カクテルソース、おろしソース

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先
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○ラジオ制作教室
◆日時　７月20日◯日　午前９時30分～午後０時30分
◆場所　百年記念ホール　木工芸室
◆講師　北海道電波適正利用推進員協議会の皆さん
◆対象　小学生　20名（小学２年生以下は保護者
同伴、申込み多数の場合抽選）

◆受講料・材料代　無料
◆持ち物　特になし　汚れてもよい服装
◆申込期限　７月13日◯日 

○バードコールを作ろう！
◆日時　７月28日◯月　午後１時～４時
◆場所　百年記念ホール　木工芸室
◆講師　郷　孝男さん（おもちゃの病院　医師長）
◆対象　小学生　20名（小学２年生以下は保護者
同伴、申込み多数の場合抽選）

◆受講料　200円
◆材料代　300円
◆持ち物　特になし　汚れてもよい服装
◆申込期限　７月21日◯月 

○絵手紙って楽しいね！
◆日時　７月30日◯水水　午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール　
◆講師　横井　美枝子さん（日本絵手紙協会 公認講師）
◆対象　小学生　12名（申込み多数の場合抽選）
◆受講料　200円
◆材料代　100円
◆持ち物　52円切手1枚、ティッシュ、水水入れ他
◆申込期限　７月23日◯水水 

○レッツ、農業体験！
◆日時　８月１日◯金　午後１時～４時
◆場所　味工房ほなみ　
　　　　ほなみ畑にて（幕別町千住235-4）
　　　　※現地集合　
◆講師　藤原　昇さん（「味工房ほなみ」「ほなみマ
　　　ルシェ」代表）

◆対象　小学生　20名（申込み多数の場合抽選）
◆受講料　200円
◆材料代　300円
◆持ち物　作業しやすい服装、長靴
◆申込期限　７月25日◯金 

◆日時　７月13日◯日　午前８時～午後６時まで
◆場所　札内スポーツセンターテニスコート
◆種目　
　○男子ダブルス
　・初心者、初級者、シニア　４～８チーム
　・中級者　４～８チーム
　○女子ダブルス
　・初心者、初級者、シニア　４～８チーム
　・中級者　４～８チーム
※大会終了後、豪華景品の当たる抽選会を行いま
す。
◆対象者　町テニス協会員及びテニス愛好者
◆参加料　１人1,500円（当日納入）
◆申込期限　７月６日◯日
◆申込方法　チーム名、住所、クラス、性別、連絡先
　を明記してＦＡＸで申し込みください。
問・申　町テニス協会・池上
　　　（℡・Fax【幕】 54-4529、090-8900-1225)

硬式テニス大会

▲昨年の夏休みチャレンジ講座の様子


