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今月のつぶやき 　夏休みが始まる前のあのワクワク感が恋しいなぁ。　PN.番茶派

子ども・子育て支援に関する各種施設・事業の基準（骨子案）の
意見募集について（パブリックコメント）

　平成 24 年８月、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量の拡大および地域の
子ども・子育て支援の充実を図るため、子ども・子育て３法が成立しました。
　これらの法律に基づき、早ければ平成 27 年４月１日から子ども・子育て支援新制度よる支援がス
タートする予定です。
　各自治体は、新制度における施設や事業の設備・運営に関する基準や、新たな給付制度の対象とな
る施設や事業の運営に関する基準を条例等により定めることとなっています。
　幕別町では、これらの基準の骨子案について、ご意見を募集しています。
◆意見を求める名称
　○（仮称）幕別町保育の必要量の支給認定に関する基準を定める条例骨子案
　○（仮称）幕別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例骨子案
　○（仮称）幕別町家庭的保育事業者等の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案
　○（仮称）幕別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例骨子案
◆資料の閲覧場所
　役場１階ロビー、忠類総合支所１階、札内支所、糠内出張所
　保健福祉センター、ふれあいセンター福寿
　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法
　閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」にて提出してください。様式はホームページからもダウン
　ロードできます。
◆意見の提出できる方
　町内に在住の方、町内に通勤している方、事業所等を町内に有する方。本パブリックコメント手続
　に関する事案に利害関係を有する方。
◆募集期間　平成 26 年７月 16 日◯水～８月 15 日◯金
◆意見の提出先
　幕別町民生部こども課保育係（保健福祉センター内）
　〒 089-0611　幕別町新町 122 番地の１
　FAX【幕】 54-3839
　Eメール　kodomoka@town.makubetsu.lg.jp
　※資料の閲覧場所でも提出することができます。
問 こども課保育係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　東日本大震災から３年が過ぎた今でも、被災地
では仮設住宅での厳しい生活を送られている被災
者が大勢います。この災害を風化させることの無
いよう、被災された方から直接話を聞く講演会が
開催されます。
◆日時　８月31日◯日　午後３時
◆場所　札内福祉センタ－２階大集会室
◆講演　大井　健郎氏（東北放送アナウンサ－）
　　　　堺　　丈明氏（気仙沼プラザホテル支配人）
◆入場料　無料
◆主催　「東日本大震災における被災者の話を聞
　く会」実行委員会
◆後援　幕別町
問　実行委員会委員長　髙橋　勉　
　　（℡【幕】 56-1703）

「東日本大震災における被災者の話を聞く
会」の開催について

　幕別町では、計画や方針などの一定の基本的な
施策等を策定または改訂する際には、施策案を公
開して広く町民の意見を募集し、提出された意見
等を考慮して施策を決定するとともに、意見に対
する町の考え方を公表するパブリックコメントを
実施しています。
◆実施結果
　対象施策案件数　　　３件
　意見等の提出件数　　34件
　意見等の提出者数　　12人
◆対象案件（ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
　幕別町新庁舎建設基本設計（素案）
　幕別町議会基本条例（素案）
　幕別健康21（第２期健康づくり計画案）
※詳しくはホームページをご覧ください。
問 企画室企画情報担当　（℡【幕】 54-6610）

平成25年度パブリックコメントの実施結果
について
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消費生活相談室から<相談事例>

　携帯電話会社から息子が遊んだオンライ
ンゲーム利用料として５万円も請求され
た。支払うべきか。

　多くのオンラインゲームは、有料アイテ
ムによってより楽しめる仕組みになってい
て、クレジットカードやプリペイドカード番
号を入力してアイテムを購入します。その
他、今回の相談のようにキャリア課金といっ
て、携帯電話会社が月々の通話料と合わせて
ゲーム利用料を請求するものもあります。
　別の相談では、子どもに有料アイテムを
ねだられ、「今回だけなら」と親のクレジッ
トカード番号を入力したところ、そのまま
番号が登録され、その後も繰り返しアイテ
ムを買い続け、高額な請求を受けたトラブ
ルもありました。
　いずれの場合もオンラインゲームのトラ
ブルはすぐには気がつきにくく、一度トラ
ブルになると解決が難しいものです。今回
の相談ではサイト提供会社とゲーム会社に
未成年であることや利用時の状況を説明し
て、利用料の交渉をしなくてはなりません
でした。
　このようなトラブルを防ぐには、大人がオ
ンラインゲームの仕組みを理解し、子どもと
利用時の約束事を決めておくことが大切で
す。また、クレジットカードやパスワードの
管理には十分注意し、クレジットカードの仕
組みを子どもに教えることも重要です。
　トラブルになった場合は、子どもに状況
をよく聞いた上で消費生活相談室にご相談
ください。

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・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水曜日 
忠類コミュニティーセンター内

　　  
質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

８月の人権相談

８月の行政相談

　６月の回収量は302kgでした。回収した布類は、回収
業者によってウエス（ぞうきん）に再利用されます。
◆回収できるもの（洗たく済みのものをお持ちください）
（１）綿50％以上、50㎝角以上の衣料品や布
（２）毛布全般（素材不問）
◆回収できないもの
(１)次の衣料
　①綿50％未満②厚地（ジーパン等）③裏地のあるもの
(２)布団、ベットマット、枕、座布団等の寝具
(３)便座カバー、カーテン、ぬいぐるみ、キルティ
ング素材等の再利用できないもの。

◆分別方法　
(１)タオル、タオルケット、白の上着衣（下着、白い
Ｔシャツは模様可）、白いズボン下

(２)上記以外の衣料品
◆日時　８月23日◯土　午前８時30分～10時
◆場所　役場南側駐車場（のぼりが目印です）
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

◆回収場所
　役場、札内福祉センター、忠類総合支所、幕別北
コミセン、札内南コミセン

※建物入口に回収ボックスを設置しています。
※回収できるのは、植物油です。（パーム油は除く）
容器はお持ち帰りください。

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

廃てんぷら油回収（消費者協会）

つつじコース閉鎖日のプレーについて

　つつじコースの閉鎖日（木曜日）のプレーについ
て、８月・９月に限って午後２時までプレーが可能
となります。
　試験的にプレーを可能とします。ただし、芝の状
態によりプレーができなくなる場合がありますの
でご承知おきください。
問　土木課公園維持係（℡【幕】 54-6622）

◆日時　８月21日◯木　午後１時～３時
◆場所　町民会館
◆人権擁護委員　佐藤恵子さん、前川満博さん
問　福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

◆日時　８月21日◯木　午後１時～３時
◆場所　町民会館
◆行政相談委員　松本茂敏さん
問　新町（℡【幕】 54‐5267）



お知らせ

12Makubetsu
2014.8

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

今月のつぶやき 　朝のラジオ体操って大体途中で行かなくなった気がする。 PN.はなせれぶ

幕別町夏まつり盆踊り大会
◆日時　８月17日◯日　 午後４時30分～午後８時30分
　（雨天の場合は、18日◯月に順延）
◆場所　幕別町役場前
◆内容　
  アトラクションに始まり、子ども盆踊り、盆踊
り（個人、団体）、最後は恒例のもちまきをし
ます。

※参加登録受付は、午後５時30分～６時20分まで
　です。　
問・申申 幕別町夏まつり盆踊り大会実行委員会事
務局（幕別町商工会）(℡【幕】54-2703)

　幕別、忠類で盆踊り大会を開催します。
第18回忠類ふるさと盆踊り大会
◆日時　８月14日◯木　 午後６時～
◆場所　ふれあいセンター福寿駐車場特設会場
　（雨天の場合は、忠類コミュニティセンター大ホール）
◆内容　
  仮装・素踊りや子ども盆踊りはもちろん、盛り
だくさんの出店コーナーもあります。ぜひ、家
族や友人と忠類盆踊りをご堪能ください。

※参加者は、事前申込みが必要ですので、事務局
までお問い合わせください。

問・申申　第18回忠類ふるさと盆踊り大会実行委員
会事務局（地域振興課）(℡【忠】 ８-2111)

盆踊り大会を開催します

　住民税非課税世帯の方は、役場窓口に申請をす
ることにより「減額認定証」が交付されます。
　病院の窓口で「減額認定証」を提示することで、
窓口で一定額以上支払う必要がなくなります。
　また、入院したときは、医療費の自己負担のほか
に、食事代などの一部をお支払いいただきますが、
「減額認定証」を病院の窓口で提示することによ
り、食事代などが減額されます。
　なお、以前加入していた医療保険を含め過去12
か月で「減額認定証」が交付されていた期間の入院
日数が90日を超えている場合、申請し認定を受け
ると入院時の食事代がさらに減額される場合があ
ります。
　上記の条件に該当される方は町民課高齢者医療
係までお問い合わせください。
※下線部が８月１日より改正となる部分です。
問　町民課高齢者医療係（℡【幕】 54-6602）

後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ　　
～「減額認定証」のお知らせ～

 平成26年度町民税・道民税の控除漏れはありませんか

　平成26年度の町民税・道民税が課税されている
方で、障がい者や寡婦・寡夫（かふ）の方は、申告す
ることで、税金が減額または非課税となる場合が
あります。
　６月中旬に送付した町民税・道民税納税通知書
などで、控除漏れがないかをご確認ください。
◆対象者　
　①障がい者（平成25年12月31日現在）
　②寡婦・寡夫の方（平成25年12月31日現在）
　③その他、扶養控除や社会保険料控除（国民健康
保険税等）などが漏れていた方

問　税務課住民税係（℡【幕】 54-6604）

　「ツール・ド・北海道」は、国際自転車競技連合公

認の自転車ロードレースで、国内では唯一、大自然

の中を町から町へと公道を使用して走る本格的な

ステージレースです。

　今年度は、大会二日目に、幕別町をスタートし、

大樹町や豊頃町などを巡って再び幕別町でゴール

を迎える「第２ステージ」が開催されます。

　この開催にあたり、町道の一部が一時通行止め

となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

◆日時　９月14日◯日　

　①午前８時15分～９時35分　

　②午前11時10分～11時40分

　③午後０時20分～０時50分　

　③午後１時50分～２時30分

◆通行止個所　幕別温泉南通

 

 

 

 

問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

ツール・ド・北海道2014開催に伴う通行止めについて

ふるさと館

ホテル
グランヴィリオ

パーク
ホテル
悠湯館

↓日新方面

←帯広方面 幕別方面→

帯広国際
カントリー
クラブ

江陵高校

途
別
川

Ｎ

通行止め区間通行止め区間
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　株式会社ニトリが、20年間で全道各地に苗木

1,000万本を植樹する「北海道1,000万本植樹計画」 

に基づいて助成する「第９回ニトリ北海道応援基

金」より913,400円の助成を受けて、次の事業を行

いました。

◆町有林造成事業（４月25日～６月９日）　
　町有林の植樹事業として、23.48㌶にトドマツ

48,910本を植樹しました。

◆沿路植栽事業（５月18日）　
　猿別の金毘羅神社近郊に、ＮＰＯ法人幕別風土

学研究会がニトリザクラ16本を植樹しました。

◆『まくべつ元気の森』森林体験事業（７月１日）
　南勢地区にある『まくべつ元気の森』に、古舞小 

学校全児童26人と途別小学校全児童18人が、ナ

ナカマド150本を植樹しました。

問　農林課林務係（℡【幕】 54-6605）

　　ＮＰＯ法人幕別風土学研究会（℡【幕】 54-4534）

 「ニトリ北海道応援基金」の助成を受けて
植樹をしました

　町立わかば幼稚園の「一日体験入園（第２回）」を
実施します。希望される方は、事前にわかば幼稚園
までご連絡ください。
◆日時　９月10日◯水　 午前10時～11時
◆場所　町立わかば幼稚園（錦町98番地）
◆対象者　満２歳以上の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ご用意ください。
　・次回は12月４日◯木を予定しています。
問・申申　わかば幼稚園(℡【幕】 54-4223)

町立わかば幼稚園体験入園を実施します

 施設の改修工事について

　次の施設について改修工事等を予定しておりま
すのでご承知ください。
◆幕別町民会館耐震改修工事　
○予定期間　８月中旬～平成27年２月中旬
○内壁補強を行う次の部屋は使用できない期間が
あります。また、工事中はその他の部屋も騒音や
振動の影響により使用できなくなる可能性があ
ります。

　使用できない期間は、確定次第、ホームページと
広報９月号でお知らせします。

　【内壁補強を行う部屋】
　控室、調理室（地下）、第１研修室（１階東側和室）、

応接室（１階）、第１会議室（２階東側会議室）
◆下記の施設改修工事でご迷惑をおかけします
が、施設はご利用いただけます。

◆幕別町百年記念ホールキャノピー（正面玄関屋
根）再塗装工事（玄関付近に足場を設置します）

○予定期間　７月下旬～９月中旬
◆幕別町百年記念ホール園路補修工事（平板ブ
ロック等の補修を行います）

○予定期間　８月上旬～８月下旬
◆幕別町駒畠公民館駐車場補修工事（舗装の補修
等を行います）

○予定期間　８月上旬～８月下旬
問 生涯学習課社会教育係（℡【幕】 54-2006）

　私有地の管理に関する苦情が増えています。近
隣住民への迷惑とならないためと害虫等の発生抑
制のため、次の点に留意の上、各所有者の責任にお
いて適正に管理してください。
・草刈、庭木の剪定等の管理を定期的に行いま

しょう。
・庭木や草花等が隣地との境界を越えないよう管
理しましょう。

・刈り取った草、剪定した枝等は、「燃やせる（燃え
る）ごみ袋」、または「庭木の枝処理券」により「燃
やせる（燃える）ごみ」の日に排出しましょう。

・野焼きは禁止されていますので、絶対にしない
でください。

問　町民課環境衛生係(℡【幕】 54-6601)

土地の適正な管理をお願いします

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
◆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

・教育委員会生涯学習課（℡【幕】 54-2006）

・忠類総合支所内生涯学習課（℡【忠】 ８-2201）
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　平成27年度職員採用資格試験を次のとおり実施します。

職種 保育士職 臨床心理士職 土木技術職 消防署職員

人員 若干名 １名 若干名 救急救命士１名

受
験
資
格

① 昭和61年４月２日以
降に生まれた方　

昭和59年４月２日以
降に生まれた方

昭和61年４月２日から平
成９年４月１日までに生
まれた方

平成４年４月２日以降に
生まれた方

②

保育士および幼稚園
教諭の両方の有資格
者、または平成27年
３月末日までに保育
士および幼稚園教諭
の両方の資格取得見
込みの方

公益財団法人日本臨
床心理士資格認定協
会が認定する臨床心
理士の有資格者、ま
たは平成26年度実施
の試験で資格取得見
込みの方

ア）大学卒業の受験資格
は、学校教育法による大学
で土木の専門課程を専攻
し卒業または平成27年３
月卒業見込みの方
イ）短期大学卒業の受験資
格は、学校教育法による短
期大学（高等専門学校、専
修学校及び各種学校（２年
制以上に限る。）を含む。）
で土木の専門課程を専攻
し卒業または平成27年３
月卒業見込みの方
ウ）高等学校卒業の受験資
格は、学校教育法による高
等学校で土木の専門課程
を専攻し卒業または平成
27年３月卒業見込みの方

救急救命士の有資格者、ま
たは平成27年３月末まで
に救急救命士の資格取得
見込みの方
採用後、幕別町内に居住で
きる方

③ 普通自動車運転免許を取得、または平成27年３月末日までに取得見込みの方

④ 日本国籍を有し、地方公務員法第16条の各号に該当しない方

⑤ 採用後、４年以内に自動車
大型免許取得見込みの方

試
験
方
法

一次
試験

一般教養・専門試験、
論文試験、面接試験

一般教養試験、論文
試験、面接試験

一般教養・専門試験、論文
試験、面接試験

一般教養・論文試験・体力
試験

二次
試験 面接試験（一次試験合格者）

試
験
日

一次
試験 ９月27日◯土 ９月11日◯木

二次
試験 ９月28日◯日 ９月25日◯木

試験場所 幕別町役場

一次試験は、幕別消防署２階
講堂、体力試験は、幕別町農
業者トレーニングセンター
二次試験は、幕別消防署２
階会議室

合格から採
用まで

二次試験は、一次試験合格者のみ実施します。二次試験合格者については、後日行う健康診断などによ
り採否を決定します。　　

採用予定日 平成27年４月１日◯水

受験手続き
(申込書の
請求）

①直接、請求する場合は、問い合わせ先に請求してください。
②郵送により請求する場合は、あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（折らずにＡ４版が
入る大きさ）を必ず同封してください。封筒の表に朱書きで下記の職種を必ず明記してください。　
③保育士職、臨床心理土職、土木技術職の方は町のホームページより、申込書様式をプリントアウト
できます。この場合は、Ａ４サイズの用紙に両面印刷してください。

「試験申込書請求〔保
育士職〕」

「試験申込書請求〔臨
床心理士職〕」

「試験申込書請求〔土木技
術職〕」

「試験申込書請求〔消防吏
員〕」

申込書の
受付期間

　　　　　８月13日◯水～９月12日◯金まで。
　　　　　※郵送の場合は、９月12日の消印まで有効。

８月４日◯月～18日◯月まで。
※郵送の場合は、８月18日
の消印まで有効。

問い合わせ
・申込先

　　　幕別町役場総務課総務係
　　　（℡【幕】 54-6608）
　　　〒089-0692　幕別町本町130番地
　　　町ホームページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）

　東十勝消防本部総務課
　（℡【幕】 54-2912）
　〒089-0604
　幕別町錦町90番地

 平成27年度職員採用資格試験の実施について
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◆試験日　平成26年９月21日◯日
◆試験区分　
◇男性・女性Ａ区分（大学卒）
◇男性・女性Ｂ区分（大学卒以外）
◆受付期間（申込書配布場所：帯広警察署）
◇８月12日◯火～27日◯水
◇電子申請締切　８月22日◯金まで
◇北海道警察ホームページ
　http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/
※申込を希望される方は、下記までご連絡願います。
問 帯広警察署警務課　坂田・光永
　　（℡ 0155-25-0110）

平成26年度（第２回）北海道警察官採用試験について

ふるさと館臨時職員募集

募集職種 一般事務補助員

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

募集人数 １人

勤務日 水曜日～日曜日のうち３日程度

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃金 日額 6,360円

雇用期間 平成26年10月１日◯水～27年３月31日◯火

　成人式の企画・運営をしてみませんか。
◆応募要件　興味・意欲のある18歳以上の方
◆会議　第１回実行委員会を９月上旬に予定して
　います。(３回程度)
※成人式は平成27年１月11日◯日に行います。
◆申申込期限　８月20日◯水
問・申申 生涯学習課社会教育係（℡【幕】 54-2006）

成人式実行委員を募集

　ごみの適性な排出は、地域環境保全や悪臭の防
止、害虫発生の抑制のために重要ですので、次の点
に特に注意願います。
◆ごみは収集日の朝、８時までに出しましょう。　
　（前日から出すとごみ散乱や悪臭の発生要因になります。）
◆お近くのごみステーションを使用しましょう。
　（他の地域のごみステーションに前日から出さ
　れている事例があります。）
◆ごみネットはしっかりとごみを覆って使用し、　さ
　らに重しなどにより飛散防止の措置をしましょう。
◆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)

ごみ排出のルールを守りましょう

先天性風しん症候群予防のため抗体検査料
を道が助成します

◆提出書類　臨時職員登録申込書（教育委員会所管）
※申込書は提出先にあります。また、町ホームペー
ジからもダウンロードできます。

◆提出期限　８月20日◯水
◆面接日時　９月４日◯木　
※詳細は後日、連絡します。
問・提　生涯学習課社会教育係（℡【幕】 54-2006）
　　　 ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/shinseisyo.html

　海上保安大学校学生採用試験を行います。
◆受験資格　高卒後２年を経過していない方およ
　び高等学校卒業見込みの方等
◆受付期間　インターネット　８月28日◯木～９月８日◯月
　　　　　　郵送・持参　８月28日◯木～９月１日◯月
◆第１次試験日　11月１日◯土、２日◯　日 試験地：釧路市など
◆第２次試験日　12月19日◯金　試験地：小樽市 
　ＨＰ：http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyo/boshu/nittei.html 
問・申申 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

北海道排水設備工事責任技術者試験

◆日時　10月23日◯木　 午後１時30分～
◆場所　帯広東急イン（帯広市西１条南11丁目２番地）
※他市での受験については、お問い合わせください。
◆受験料　5,000円
◆申申込期間　８月25日◯月～９月３日◯水
問・申申　水道課下水道事業係（℡【幕】 54-6624）

　北海道では、「先天性風しん症候群」を予防するため
の対策として、風しん抗体検査を行っており、費用の助
成しています。詳しくはホームページをご覧ください。
◆対象者　
　北海道に住所を有する方で下記に該当する方
①妊娠を希望する出産経験のない女性
②妊娠を希望する出産経験のない女性のうち、風
　しん抗体のできない女性の配偶者などの同居者
③風しん抗体価の低い妊婦の配偶者などの同居者
　ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
・過去に風しん抗体検査を受けたことがある方
・過去に２回の、風しんの予防接種を受けている方
・検査により、風しんと判断されたことがある方
◆助成費用
　検査方法によって金額は変わりますが、一旦、協
　力医療機関に検査費用をお支払いただきます。
◆実施期間　
　平成26年６月24日◯火～平成27年３月31日◯火まで
問 北海道帯広保健所健康推進課保健予防係
　　（℡ 0155-27-8637）
　　ＨＰ:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/
　　kth/kak/rubella-antibody.htm
　なお、上記の風しん抗体検査で免疫が不十分と判
定された方は、風しんの予防接種をご検討ください。
　幕別町に住所を有する方は、町内指定医療機関に
おいて、無料で予防接種を受けることができます。
問 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)
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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～ １、８、22、29日◯月 ２、９、16、30日◯火 

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ ９、30日◯火 ４、18、25◯木 １、８、29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 22日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～  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、26日◯金 ３、17日◯水 

講座名 時間 忠類体育館 忠類コミュニティーセンター

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ ４日◯木 11、18、25日◯木 

【９月健康講座　忠類会場の変更について】 
　９月11日、18日、25日◯木に開催する「ゆったりストレッチ＆快適運動」の会場が、忠類体育館から忠類
コミュニティーセンターに変更となります。 
■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、忠類コミセン（℡【忠】 ８-2201/忠類総合支所内・生涯学習係）

９月の健康講座

◆応募方法
　標　　　　語　官製はがきまたは電子メール
　ポスター図案　郵便または宅配便
◆応募条件
　◇応募点数の制限はありません。
　◇応募作品は、自作で未発表のものに限ります。
　　①Ａ２判で作成してください。
　　②図案の中に次の文字を入れてください。
　　・国勢調査 ・平成 27 年 10 月１日 ・総務省統計局
　　③作品の下に高さ 30 ㎜の余白を作ってください。
　　④作品が２枚以上にわたる「シリーズもの」
　　は応募できません。
◆応募締切　平成 26 年９月 10 日◯水 

◆応 募 先　
　〒 162-8668　東京都新宿区若松町 19 －１ 
  総務省統計局統計調査部国勢統計課
　「平成 27 年国勢調査標語及びポスター図案募集担当」宛
  Eメール：kokuseihyogo@soumu.go.jp

平成27年国勢調査「標語」及び「ポスター図案」を募集しています
【平成 22 年国勢調査特選作品】
・標　語
小学生部門　ぼくたちも 大事な一人 国勢調査
中学生部門　未来への はじめの一歩は 国勢調査
一般部門　　国勢調査は みんなで描く 日本の自画像
・ポスター図案
 

 

 

 

 

 

 

問  総務省統計局統計調査部国勢統計課
　（℡ 03-5273-1014　直通）
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/hyogo.htm

　８月上旬まで、まくバスに絵手紙愛好家の方の作品、さつバスに百年記念ホール絵手紙講座の作品を展
示しています。ぜひご覧ください。また、展示作品の募集もしております。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）

小
学
生
部
門

中
学
生
部
門

コミバス内に絵手紙を展示しています

＝来年は５年に一度の国勢調査の年です！＝
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■問い合わせ・申申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

百年記念ホール講座

◆日時　８月29日◯金、 ９月５日◯金、12日◯金
　　　　９月26日◯金、10月10日◯金、17日◯金　
　　　　午前10時～正午 （全６回）
◆場所　十勝教育研修センター　コンピューター教室
◆講師　坂本　佳美さん（池田町在住、パソコン講
座インストラクター）

◆対象　一般20名（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　3,000円
◆材料費　なし
◆持ち物　筆記用具など 

◆申申込期限　８月22日◯金
◆その他　第２弾「word編」（10月末から）、第３弾
「excel編」（平成27年１月から）を予定しており
ます。詳しくはお問い合わせください。

問　 問い合わせ先　　申申　 申申し込み先　　提 提出先
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健康づくり秋講座ウオーキング＆ストレッチ教室

　正しいフォームを身につけて効果的な、気持ち
の良い運動を体験しませんか？体力に自信のない
方でも自分のペースに合わせて無理なく始められ
ます。
◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加費用　無料
◆申申込期限　８月29日◯金
◆日程　

日　時 会　場

１回目 ９月５日◯金
10:00 ～ 11:30

札内スポーツセンター
武道場屋外
(雨天時室内 )

２回目 ９月 12 日◯金
10:00 ～ 11:30

札内スポーツセンター
武道場屋外
(雨天時室内 )

３回目 ９月 19 日◯金
10:00 ～ 11:30

札内スポーツセンター
武道場屋外
(雨天時室内 )

◆内容　
○１回目
　ウオーキング・ストレッチについての学習と実践
○２・３回目
　自分のペースで遊歩道をウオーキング
◆服装・持ち物
　運動しやすい服装、紐付きの運動靴、タオル、帽
子、水分補給用の水

◆講師
　トータルケア代表　吉田景子さん(日本ウオー
キング協会指導員)

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

◆日時　９月13日◯土　 午前９時～午後０時30分
◆場所　幕別消防署札内支署
　　　　（札内中央町319番地の９）
◆定員　20名
◆講習内容
・心肺蘇生法
・ＡＥＤの取り扱い
・その他応急手当
◆受験資格
　中学生以上で町内にお住まいの方、または、町内
にお勤めの方（先着順）

◆受講料　無料
◆募集期間　８月１日◯金～９月12日◯金まで
問・申申　
・幕別消防署警防課救急係　（℡【幕】 54-2434）
・幕別消防署札内支署救急係（℡【幕】 56-2419）
・幕別消防署忠類支署救急係（℡【忠】 ８-2250）

◆日時　９月３日◯水、10日◯水、10月15日◯水 

　　　　10月29日◯水、11月５日◯水、19日◯水　
　　　　午前10時30分～ 11時30分 （全６回）
　　　　※単発受講も可
◆場所　百年記念ホール　講堂
◆講師　後藤　奈津美さん(一般社団法人日本ベ

ビーダンス協会認定ベビーダンスインストラクター）
◆対象　歩けるようになった１歳３ヶ月から３歳ま

でのお子様と母親15組（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　親子3,000円（単発受講の場合１回500円）
◆持ち物　タオル、動きやすい服装、飲み物など
◆申申込期限　講座の１週間前 

◆カリキュラム
・「はじまりの歌」「お名前の歌」・手遊び歌
・動物さんのまねっこ行進・まねっこアクション
・ママとステップ・ママのためのアップテンポステップ
※内容は変更になる場合もあります。

ママと一緒におどっちゃお！
親子で楽しくキッズ☆ベビーダンスレッスン

◆日時　９月13日◯土　午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール　
◆講師　萩野　明宏さん（帯広市在住）
◆対象　小学生12名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　200円
◆材料費　200円
◆持ち物　筆記用具など
◆申申込期限　９月６日◯土 

おじいちゃんおばあちゃんの似顔絵を描こう！
敬老の日の似顔絵講座

さあ始めよう、インターネット！
パソコン講座第１弾（インターネット編）

普通救命講習会を開催します


