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　このたびの農業委員会委員選挙により、幕別選挙区・忠類選挙区ともに無投票で新しい農業委員が決
定しました。
　また、議会・農業協同組合・共済組合から推薦を受け、町長が選任する選任農業委員もそれぞれ決定
しました。農業・農地に関わることなど、いつでもお気軽にご相談ください。
◆農業委員（幕別選挙区12人、忠類選挙区５人）

選挙区 氏　名 再任・新任 担当地区

幕別

中島　　孝 再任 　千住（旧国道以北）

鯖戸　英明 再任 　新和・猿別・幕別豊岡

谷内　雅貴 再任

森　　勤子 再任 　明倫・美川

香西　浩志 再任 　駒畠・弘和

宗廣　武夫 再任 　明野・新川

国枝　隆幸 再任 　中里

加藤　　宏 再任 　栄・古舞

鬼頭　良市 再任 　大豊・南勢・軍岡

田邊　忠幸 再任 　途別・依田（低台）

尾藤　欣二 再任 　日新・依田（高台）

大道　健實 再任 　相川　

忠類

渡邊ひろ子 新任 　忠類西当・忠類日和

髙野　英一 新任 　忠類協徳・忠類共栄

大澤　慶博 新任 　忠類幌内・忠類明和・忠類元忠類

齊藤　一男 再任 　忠類新生・忠類中当・忠類古里

井田　留吉 新任 　忠類東宝・忠類晩成・忠類市街地

農業委員会委員が改選されました

◆農業委員（選任委員９人）

区分 氏　名 再任・新任 担当地区

議会推薦

千葉　茂喜 新任 　幕別市街地

深松　俊英 新任 　五位・糠内

白木　孝和 再任 　千住（旧国道以南）・札内豊岡

小原喜久雄 再任 　忠類朝日・忠類公親

農

協

推

薦

幕　　別 前川　厚司 再任 　幕別地区

札　　内 髙橋　秀樹 再任 　札内地区

帯広大正 石川　雅洋 再任 　栄・古舞

忠　　類 蛯原　一治 再任 　忠類地区

共済推薦 大野　和也 再任 　札内市街地

問　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）

今月のつぶやき 　女子会で、散々飲んで食べた後でも〆はスイーツ。　PN.パフェ大好き
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　平成25年８月に京都府福知山市の花火大会で発
生した露店からの火災事故を踏まえ、消防法施行
令が改正され、東十勝消防事務組合では平成26年
８月１日から祭礼、花火大会等の行事の防火管理
体制について条例を改正しました。
　主な改正内容は次のとおりです。
◆対象火気器具等の取扱い基準
　祭礼、花火大会、縁日等、多数の者が集合する
催しを行う際に、対象火気器具を使用する場合
は、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の観点
から消火器の準備が義務となります。

※近親者によるバーベキューなど個人的なつなが
りによるものは対象外となります。

※対象火気器具とは、ガスコンロ、自家発電機、
かまど、電気コンロ等をさします。

◆消防署への届出
　祭礼、花火大会、縁日等の不特定多数の者の集
合する催しに際し、対象火気器具を使用する露
店等を開設する場合は、消防機関へ当該行為を
行う日の３日前までに「露店等の開設届出書」
の届出が義務となります。

◆屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
消防長が定める指定催し「１日あたりの人出予
想が10万人以上及び露店数が50店以上出店する
もの」は防火担当者を定め、火災予防上必要な
業務に関する計画書を作成し、開催の14日前ま
でに消防機関へ提出することとなります。　

問　幕別消防署消防課予防係・保安係(℡【幕】 54-2434)

　　幕別消防署札内支署予防係・保安係(℡【幕】 56-2419)

　　幕別消防署忠類支署予防係・保安係(℡【忠】 ８-2250)

東十勝消防事務組合火災予防条例の一部が
改正されました

　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　

９月８日◯月月
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㈱

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

９月９日◯火火
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 特別養護老人ホーム札内寮

午後２時30分～
午後３時30分 札内農業協同組合

午後４時～
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）

 献血のお願い

児童手当の現況届の提出はお済みですか

　現在、児童手当を受給している方には、児童手当
法第26条により現況届の提出が定められています。
　現況届は、６月分以降の手当の受給資格を確認
するためのものです。児童手当受給者の方には、既
に現況届提出のご案内を郵送していますので、ご
確認上、まだ提出されていない場合は、必要書類を
添えて、至急提出してください。
　現況届を提出いただけない場合、６月分以降の
手当の支給が一時差し止めとなりますので、ご注
意ください。
提　保健福祉センター、ふれあいセンター福寿、  
　札内支所、糠内出張所

問　こども課児童福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

敬老祝金について
＝９月15日は敬老の日です＝

　町では、次の方に敬老祝金を給付します。対象者
にはそれぞれお知らせします。制度の詳細につい
ては、お問い合わせください。
・９月15日現在で幕別町に１年以上住所を有し、12月
　30日の時点での年齢が満80歳、または満87歳の方。
・満100歳を迎える方で、100歳の誕生日現在で幕
　別町に１年以上住所を有している方。
問 福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

幕別町地域敬老行事開催奨励金制度について

　公区（複数公区）単位で敬老行事を開催した場
合、幕別町に住所を有する77歳以上（平成27年３月
31日時点での年齢）の方を対象に奨励金を交付し
ています。
※平成26年度８月１日現在、10公区372人分の申請
がありました。
　詳しくは、お問い合わせください。
問 福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

今月のつぶやき 　新米は水を少なめで炊くといいんだってさ！　PN.白米魔人
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　臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の申請受付期間は、９月30日◯火までとなっています。
まだ申請をされていない方は、早めの手続きをお願いします。
　また、申請書が届いていない方や紛失した場合などは、お問い合わせください。
　なお、それぞれの給付金の給付対象者については広報６月号をご覧のうえ、対象となるかどうか今一度
ご確認ください。
◆臨時福祉給付金
１給付対象者
　平成26年度分の住民税（均等割）が課税されていない方
　※住民税が課税されている方に扶養されている方、生活保護を受けている方は対象外です。
２給付額
　支給対象者１人につき１万円
　※給付対象者のうち、下記に該当する方には、５千円を加算します。
　・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
　・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
◆子育て世帯臨時特例給付金
１給付対象者
　・平成26年１月分の児童手当（特例給付を含む）を受給している方 
　・平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方
　※臨時福祉給付金の支給対象となっている方、生活保護を受けている方は対象外です。 
２給付額　対象児童１人につき１万円
◆申請期間および受付時間　９月30日◯火まで
　　　　　　　　　　　　　午前８時45分～午後５時30分（※札内支所は水曜日のみ午後７時まで）
◆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
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）

臨時福祉給付金および子育て世帯臨時特例給付金の申請はお済みですか？

高額介護合算療養費の自己負担限度額が変更になりました　＝平成26年８月より＝

　医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用
後に自己負担の年額を合算して、定められた限度額を超えた場合に、超えた分が「高額介護合算療養費」と
して支給されます。この所得区分と限度額が変更となりました。なお、申請手続き等の詳細は平成27年２
月号の広報紙で改めてお知らせします。
〇高額介護合算療養費の自己負担限度額

※旧ただし書所得…総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

◆平成 26 年７月まで
上位所得者

（旧ただし書所得 600 万円超）
126万円

一般
（旧ただし書所得 600 万円以下）

67 万円

住民税非課税世帯 34 万円

◆平成 26 年８月以降順次改正
平成 26 年８月～
平成 27 年７月 平成 27 年８月以降

旧ただし書所得 901 万円超 176 万円 212 万円
旧ただし書所得 600 万円～ 901 万円以下 135 万円 141 万円
旧ただし書所得 210 万円～ 600 万円以下 67 万円 67 万円
旧ただし書所得 210 万円以下 63 万円 60 万円
住民税非課税世帯 34 万円 34 万円

◆平成 26 年７月まで
現役並み所得者 67 万円
一般 56 万円
低所得Ⅱ 31 万円
低所得Ⅰ 19 万円

◆平成 26 年８月より改正
課税所得 145 万円以上 67 万円
課税所得 145 万円未満 * 56 万円
住民税非課税世帯 31 万円
住民税非課税世帯（所得が一定以下） 19 万円
*旧ただし書所得の合計額が 210 万円以下の場合も含む。

70歳未満の方

70歳以上75歳未満の方

※世帯で医療または介護の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象になりません。
※支給額が500円未満の場合は支給されません。
※所得区分は、毎年7月31日現在の窓口負担割合が適用されます。
問 町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

今月のつぶやき 　スーパーでおさつスナックがこれでもかと誘惑してくる。　PN.自分で作りたい
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なかとかち浄水場と幕別ダムを見学しませんか
町民見学会を開催します

　今回は、「とかちの水」をテーマに「なかとかち
浄水場」と「幕別ダム」を見学します。みなさんの
参加をお待ちしております。
◆開催日　９月24日◯水
◆時間・内容
　午前８時45分　忠類総合支所発
　午前９時40分　町民会館発
　午前９時55分　札内支所発
　午前11時～　　なかとかち浄水場見学（中札内村）

　午後12時15分　道の駅「なかさつない」昼食
　午後１時10分　道の駅「なかさつない」発
　午後２時　　　幕別ダム見学(日新）

　
　午後３時　　　幕別ダム出発
　午後３時10分　札内支所着
　午後３時25分　町民会館着
　午後４時30分　忠類総合支所着
◆募集人数　25人（先着順）※電話でお申し込みください
◆参加料　無料（昼食は各自負担）
◆申込期限　９月８日◯月～ 19日◯金 

■問・■申　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）
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　春の「全町一斉クリーン作戦」では、201人の方に
参加いただきました。まちをきれいにし、ごみを捨
てづらい環境にするため、春に続き「クリーン作
戦」を行いますので、みなさんの参加をお待ちして
います。
◆日時　10月26日◯　日 午前８時30分集合（10時

終了予定）
※雨天の場合は11月２日◯日に延期します。
◆対象者　小学生以上の方。事業所等団体でのお
申し込みもお待ちしています。

◆実施内容　道路、公園等のごみ拾い。
※状況により街頭啓発になることがあります。
◆集合場所　申し込み後、参加者に連絡します。
◆持ち物　清掃用具（軍手・ゴム手袋・長靴等）
※ごみ袋は町で用意します。
◆申込期限　10月３日◯金
問・申　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）　

秋の全町一斉クリーン作戦のお知らせ

　歯と口の健康について楽しく学びませんか？
◆日時　10月５日◯日、19日◯日、11月９日◯日、16日◯日、
　11月30日◯日、12月14日◯日　 午後1時30分～３時
◆会場　十勝歯科医師会（帯広市東７条南９丁目15）
※11月９日◯日はとかちプラザ
◆受講料　無料
◆内容　歯の文化、十勝の食と健康、歯・口腔の健
　康・衛生などについての講話とグループワーク
◆対象　十勝在住の方
◆定員　30人（先着順）
問・申　十勝歯科医師会（℡ 0155-25-2172）

十勝医師会よりお知らせ
ハッピーマウス健口講座受講生募集

９月20日から26日は動物愛護週間です

　動物愛護について考えるため、下記の行事を行いますので、ぜひご来場ください。（入場無料・事前申し込み不要）

市民公開講座

◆日時　９月23日◯火　 午後１時～４時30分
◆場所　とかちプラザ２階視聴覚室
　　　　（帯広市西４条南13丁目）
◆内容　「動物の高齢期介護について」の講演など

動物愛護パネル展

◆日時　９月22日◯月～26日◯金（23日閉庁）
◆場所　十勝総合振興局１階道民ホール
　　　　（帯広市東３条南３丁目）
◆内容　犬猫の写真展、動物の適正飼養など

◆動物を飼うときは、次のマナーを必ず守ってください
・最後まで責任を持って飼いましょう。
・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。
・猫は室内で飼いましょう。
・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。

・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。
問 十勝総合振興局保健環境部環境生活課主査（℡ 0155-26-9031）

今月のつぶやき 　夏痩せを期待したけど失敗！ビールがアカンのか。食欲の秋が怖い…  PN.りりこ
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幕別町使用料等審議会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、幕別
町使用料等審議会の委員を募集します。
◆審議会の審議事項と役割
　　町長の諮問に応じ、平成 27 年度中に改定を
　予定している水道料金の額について審議し、町
　長に答申していただきます。
◆応募条件
・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。
※附属機関＝執行機関の事務に関して審査、審議、
　調査を行うために設ける審議会、協議会等。
・平成26年４月２日現在で20歳以上おおむね75歳
　までの方。
◆募集人員　６人
◆任期　審議終了まで
◆応募期限　９月19日◯金
◆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・提出くださ
い。なお、町ホームページから申込書様式をダ
ウンロードできます。

・郵送またはファックスによる申し込みもお受けします。
◆委嘱について　
　委嘱の可否は、選考終了後、文書で通知します。

■問　総務課総務係（℡【幕】 54-6608・Fax【幕】 54-3727）

　　〒089-0692　幕別町本町130番地

　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/

　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 １人

応募資格

以下の全ての要件を満たす方
・幕別町内に在住の方（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10月１日～平成27年３月31日
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　９月18日◯木
◆面接日時　９月22日◯　月 午前９時から
※詳細は、後日連絡します。
◆提出先　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

■問　 商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

交通安全指導員

業務内容
・札内南小学校通学区域（桂町）にお
ける小学校低学年児童の登下校時の交
通安全指導

募集人数 １人

応募資格 ・札内在住で満20歳以上の方
・普通自動車免許取得者

勤 務 日

・札内南小学校低学年児童（１～３年
生）の登校日における登下校時間帯
（各１時間）
・その他学校等が指導を要請する日
（日曜・祝日を含む）

賃 金 時給1,400円（原則１日２時間）
雇用期間 平成26年10月１日～平成27年３月31日

◆提出書類　市販の履歴書（自筆、写真貼付）
◆提出期限　９月16日◯火（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　９月下旬予定※詳細は、後日連絡します。

■問・■提　 町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

交通安全指導員の募集

学校給食センター臨時調理員の募集

幕別学校給食センター調理員
募集人数 １人

応募資格
調理師免許取得者または調理業務経験
者
普通自動車免許取得者

勤 務 日 月曜日～金曜日

勤務時間 午前８時15分～午後３時45分
（業務内容により早出出勤の場合あり）

賃 金 時給980円
雇用期間 平成26年10月１日～平成27年３月31日

◆提出書類　申込書は提出先にあります。
◆提出期限　９月12日◯金まで
◆面接日時　詳細は、後日連絡します。
■提　幕別学校給食センター、札内支所、糠内出張所
■問　 幕別学校給食センター（℡【幕】54-2125）

今月のつぶやき
　娘の家を訪れたのはとても暑い日だった。亡き夫君の命日だったので仏前にお経
　を上げ、出された西瓜が大切りでジューシーで忘れられない格別の味だった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （箕浦　眞さん）

平成26年度臨時的任用職員の募集
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　明治37年に私設の幕別防火組合が発足してから
今年で110年目を迎えます。
　これを記念した幕別消防団連合演習において、
大正時代に活躍した腕

わ ん よ う

用ポンプ放水の披露などを
行いますので、ぜひ見学ください。
◆日時　９月７日◯日　 午前９時
◆場所　幕別運動公園多目的広場
※連合演習に伴いサイレンを吹鳴します。
・午前６時50分（第２分団途別部、第３分団駒畠部）
・午前７時10分（第２分団札内部）
・午前７時20分（忠類分団）
・午前７時30分（第３分団糠内部）
・午前８時00分（第１分団）
問・申　幕別消防署消防課消防係(℡【幕】 54-2434)

幕別消防団連合演習を開催します

◆平成27年４月から、常時雇用している労働者
数が100人を超え200人以下の中小企業事業主の
皆様も納付金の申告が必要となります。→ 平成
28年４月申告開始
◆平成27年４月～翌年３月までの各月の雇用障害
者数等を把握・確認するなど、申告・納付に向けて
具体的な準備を進めていただく必要があります。
■問　 北海道高齢・障害者雇用支援センター
　　（℡ 011-200-6685）

「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます

「ふるさと館まつり」にぜひご来場ください

　「ふるさと館」は、郷土資料館として、町の歴史・
自然を知っていただくための資料と、アイヌに関
する資料を展示しています。
　ふるさと館まつり当日は、館内を無料開放する
とともに、懐かしい体験ができるコーナーを設け
ていますので、ご家族そろってお越しください。
◆日時　９月７日◯日　 午前10時～午後１時
※雨天の場合、昔の遊びなどの体験コーナーは、館
内で行います。

◆場所　ふるさと館
◆内容　
①体験・試食コーナー
・もちつき、せんべい焼き
・石臼体験、昔の遊び
②特別展示コーナー
・町内サークルの絵手紙展示
■問　ふるさと館（℡【幕】 56-3117）

「少子化対策パネル展」が開催されます

　平成22年度からスタートした第二期「北の大地
☆子ども未来づくり北海道計画」の内容や北海道
の少子化の現状と少子化に対する取り組みなどに
ついて広く周知するために開催される「少子化対
策パネル展」が、幕別町で開催されます。
◆開催日　９月３日◯水～５日◯金
◆会場　保健福祉センター 
問　北海道十勝総合振興局保健環境部社会福祉
　課子ども・運営指導係(℡ 0155-27-8704)

　　こども課児童福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　家畜商の取引業務に従事しようとする方を対象
に講習会が開催されます。
　参加を希望される方は、期限までにお申し込み
ください。
◆日時　11月26日◯水・27日◯木　午前９時～午後５時
◆場所　北海道庁別館地下１階大会議室
　　　　（札幌市中央区北３条西７丁目）
◆申込期限　９月12日◯金 
問　農林課畜産係（℡【幕】 54-6605）
　　経済建設課産業振興係（℡【忠】 ８-2111）

平成26年度家畜商講習会が開催されます

　スポーツの秋に、個人や家族、友人、学校、職場の
仲間と健康づくりや思い出づくり、記録への挑戦
など参加目的は自由です。ゲストランナーに谷川
真理さんをお迎えします。多くの方の参加をお待
ちしています。
◆日時　11月２日◯　日 午前９時スタート
◆コース　ハーフマラソン、５㎞、2.5㎞
◆参加料

とかち帯広の森コース ばんえい十勝コース 帯広中心街コース
一般 5,200 円 3,600 円 2,600 円
高校生 4,600 円 3,600 円 2,600 円
中学生 － 1,550 円 1,550 円
小学生 － － 850 円
親子ファミリー － － 3,100 円

◆申込期限　９月30日◯火
問 （大会に関する問い合わせ） 
　 　 2014フードバレーとかちマラソン実行委員会事務局
　 　 （帯広市教育委員会スポーツ振興課内・℡ 0155-65-4210）　
　　（エントリーに関する問い合わせ）
　　エントリーセンター（℡ 011-622-1100）

2014フードバレーとかちマラソン参加者募集



お知らせ

14Makubetsu
2014.9

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

今月のつぶやき 　ハーゲンダッツはいつも瞬殺。　PN.旅ねこ

◆日時　９月18日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆人権擁護委員　齊藤彰彦さん、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）

９月の人権相談

◆日時　９月11日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター　消費生活相談室
◆行政相談委員　松本茂敏さん
問　新町（℡【幕】 54‐5267）

９月の行政相談

  平成27年４月に小学校に入学する児童の
  健康診断を実施します

　集団検診はお近くの会場で短時間で実施できま
す。２年に１回受診しましょう。
◆検診内容　
　子宮頸がん検診：頸部細胞診・超音波検査
　乳がん検診：視触診・マンモグラフィー検査

検診名 対象 自己負担金

子宮頸がん
検診

20 歳以上の
偶数年齢の
女性

20 ～ 68 歳 1,500 円
70 歳以上　　500 円

乳がん検診
40 歳以上の
偶数年齢の
女性

40 ～ 48 歳 1,900 円
50 ～ 68 歳 1,600 円
70 歳以上　　500 円

※年度末（平成27年３月31日時点）に迎える年齢が
偶数である方が対象です。

◆検診日程

検診日 会場 受付時間

10 月

７日◯火 幕別
　６、７、８、９、10
　13、14 時８日◯水 忠類

９日◯木 札内

10 日◯金 札内 　７、８、９、10
　13、14 時11 日◯土 札内

　幕別会場：保健福祉センター
　忠類会場：ふれあいセンター福寿
　札内会場：札内福祉センター
　時間帯によっては定員に達している場合があり
ます。お早めにお申し込みください。

※お子さん連れでも安心して受診できるよう配慮
しています。予約時にご相談ください。

問・申

<幕別・札内地区>　保健課健康推進係
　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）
<忠類地区>　保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】 ８‐2910

 10月の集団子宮頸がん・乳がん集団検診予約受付中！

◆対象　来春４月に小学校に入学する児童。
　（平成20年４月２日～平成21年４月１日生まれ）
◆健診日程
【幕別地区】
　日　　時　９月26日◯金
　受付時間　午後１時～１時20分
　会　　場　保健福祉センター
【札内地区】
　日　　時　９月25日◯木、29日◯月、10月２日◯木
　受付時間　午後１時～１時20分
　会　　場　札内福祉センター
【忠類地区】
　日　　時　10月７日◯火
　受付時間　午後２時～２時20分
　会　　場　忠類コミュニティセンター
※日程は、対象の保護者に８月下旬に文書でお知
らせしています。

※札内地区は混雑を避けるため、３日間の日程の
うち、いずれかの日を指定します。指定日に都合
がつかない場合は、都合の良い日に直接会場で
健診を受けてください。

◆健診内容
　身体検査（身長・体重・聴力・視力）、内科検診、歯
科検診

◆持ち物
①就学時健康診断票
②就学時健康診断事前調査票
③母子手帳
※①、②は、保護者への通知文書と併せて郵送しています。
問　教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）

議会を傍聴しませんか

　９月開催の町議会定例会の予定は次のとおりです。
◆日程
　【本会議】

日時 内容
９月３日◯水　 午前10時～ 行政報告、議案審議
９月９日◯　火 午前10時～ 一般質問
９月10日◯水　 午前10時～ 一般質問
９月11日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議
９月26日◯金　 午後２時～ 議案審議

　【決算審査特別委員会】
日時

９月17日◯水　 午前10時～
９月18日◯木　 午前10時～
９月19日◯金　 午前10時～

※日程は変更されることがあります。
◆場所　役場５階議場
■問　議会事務局（℡【幕】54-6626）
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消費生活相談室から<相談事例>

　先日、Ａ社の企業案内と社債の申込書が
送られてきた。その数日後、Ｂ社から「Ａ社
は大変将来性があり、社債は選ばれた方し
か購入できません。購入されたら当社が高
値で買い取ります。」との電話があった。信
用できるだろうか。

　これは「劇場型投資勧誘」とも呼ばれる詐
欺の手口です。なぜ「劇場型」と呼ばれるの
かというと、業者間で役割分担を決めて消
費者をだまそうと、まるで劇場で人物が入
れ代わり立ち代わり登場するように見える
からです。また、投資対象としては、最近話
題のものや高齢者が関心を持ちそうな事
業、将来性のある事業、社会貢献につながり
そうな事業が多く見られます。
　未公開株や社債の販売ができるのは、登
録を受けた証券会社と発行会社だけです。
その他の者が行う勧誘は法律違反の可能性
があります。会社の実態を確認できなけれ
ば、取引はしないようにしましょう。
　また、過去に投資トラブルにあった方の
名簿が業者間で流通しているようです。「以
前の損失を取り戻せる」と勧誘されること
もありますので、二次被害にも十分注意し
てください。
　一度お金を支払ってしまうと取り戻すこ
とは極めて困難です。簡単に儲かるおいし
い話はありません。この手の電話がきたら
きっぱり断りましょう。怪しいと感じたり、
断り切れずに契約してしまったらすぐに消
費生活相談室か警察にご相談ください。

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

　平成26年中に新築または増築された家屋につい
て、平成27年からの固定資産税を算出する基礎と
して、家屋の評価調査を実施しています。調査に要
する時間は約30分かかりますが、ご協力をお願い
します。日程等にご希望がありましたら、事前にご
相談ください。
問　税務課資産税係（℡【幕】 54-6604）

新築・増築家屋の評価にご協力ください

　帯広税務署では譲渡所得・相続税・贈与税の個別
相談を、事前予約により受付していますので、ご利
用ください。
◆相談日
　９月１日◯月、16日◯火・10月６日◯月、20日◯月
　11月４日◯火、17日◯月・12月１日◯月、15日◯月
問　帯広税務署資産課税部門（℡ 0155-24-2161）

譲渡所得等の個別相談について

今月のつぶやき 　松茸・かぼちゃ・栗・いも・ぶどう・梨・秋刀魚…色気より食い気。　PN.栗ーむ

　金融機関の窓口やコンビニエンスストア等で町
税等を納付された場合には、領収印の押された払
込受領書が発行されます。この払込受領書は納税
の事実を証明する重要な書類ですので５年間大切
に保管してください。
　なお、コンビニエンスストアで納付された場合
には、払込受領書とは別にレシートも発行されま
す。レシート発行と同時に、収納したというデータ
が各店舗からコンビニエンスストアの本部に送信
される仕組みとなっていますのでレシートを必ず
お受け取りください。
問　税務課納税係（℡【幕】 54-6603）

町税等の窓口納付の注意事項について
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ふるさと寄附の運用状況等をお知らせします

　　

　幕別町に思いを寄せる人々の気持ちをまちづくりに反映し、個性豊かで魅力あるふるさとづくりを
進めるため、「幕別町ふるさと寄附」を募集しています。平成25年度も多くの皆様から寄附をいただきま
した。ありがとうございました。

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　　

　寄附件数と寄附金額
寄附件数 21 件 寄附金額 1,562,430 円

パークゴルフの振興に関する事業　　　360,000円

ナウマン象記念館の整備に関する事業　　－円

頑張る農業を応援する事業             －円

未来を担う子どもたちを守り育てる事業  822,430円

地域で支え合う健康・福祉に関する事業  380,000円

地球にやさしい行動を推進する事業          －円

定住・移住を促進する事業                －円

お名前 寄付金額

コロンビア演歌まつり
In まくべつ実行委員会 様 150,000円

入江　毅 様 50,000円

木幡兼司 様 100,000円

村上房勝 様 ***円

帯広吹奏楽団 様 57,430円

篠田陽一 様 30,000円

橋本光夫 様 20,000円

舞と歌チャリティの会 様 80,000円

※名前、寄附金額は、公表について同意をいただいた方のみ公表しています。名前の公表についてのみ同
意をいただいた場合は、金額を***で表示しています。

　　

　寄附の運用状況
まちづくり基金へ積立 1,562,430 円

　幕別町まちづくり基金へ平成26年３月31日に積み立て、指定された事業ごとに管理しています。
　今後、寄附をいただいた方の意向に沿った事業を実施する際に活用させていただきます。
　平成26年度においてパークゴルフ発祥の地「つつじコース」の案内標識などを設置する『パークゴル
フ発祥のまち発信事業』に、これまでにご寄附いただきました404万円の活用を予定しています。
問　総務課総務係（℡【幕】 54-6608）

 農作物収穫体験会を開催します

　農業により親しんでいただくため、町民を対象

に、じゃがいも等の収穫体験会を開催します。

◆日時　９月20日◯土　 午前10時～正午

※雨天の場合は、翌日に順延。

◆場所　農業試験ほ場（新和・案内図参照）

◆定員　50家族（先着順）

※申し込みは家族単位とし、定員になり次第締め

切ります。

◆受付期間　９月８日◯月から

◆参加料　500円

◆持ち物　軍手、長靴、スコップ

■問・申　農林課農政係（℡【幕】 54-6605）
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◆定期募集する住宅
◆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】（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 給湯設備 家　　賃
①桂町２（４-５） ２ ３LDK 昭和58年 入居者負担 17,100円～33,700円
②あかしや南（１-401） ４ ３DK 昭和51年 リース 12,500円～24,600円

③泉町（１-４） １ ３LDK 平成５年

有 リース

22,700円～44,600円

④泉町（１-10） ２ ３LDK 平成５年 22,700円～44,600円

⑤泉町（１-25） ２ ３LDK 平成５年 23,000円～45,200円

◆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。）

随時募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
①新緑町南（１-４） ２ ３LDK 昭和 59 年

入居者負担
15,000円～29,600円

②新緑町南（１-５） ２ ３LDK 昭和 59 年 15,000円～29,600円
③寿町（１-204） ２ ３LDK 昭和 61 年 16,100円～31,600円

◆定期募集期間　９月８日◯月～12日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　９月25日◯　木 午後２時（午後１時30分より受付）　札内福祉センター　第一講座室
※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　10月３日◯金　午後２時～　幕別町役場４階　会議室
※10月４日◯土から10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。
◆申込先　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）

　公営住宅の入居者を募集します

◆募集する住宅（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 給湯設備 家賃
①緑町　緑町22－５
　耐火３階建て １-301 ３ １ＤＫ 平成６年

有

　オール電化
　○蓄熱式電気暖房
　○電気温水器
　○電気調理器

30,200円

②緑町　緑町22－５
　耐火３階建て １-303 ３ １ＤＫ 平成６年 30,200円

◆随時募集中の住宅（入居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 給湯設備 家賃
①緑町　緑町22－５
　耐火３階建て ２-206 ２ １ＤＫ 平成９年

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

②緑町　緑町22－５
　耐火３階建て ３-207 ２ １ＤＫ 平成９年 33,300円

緑町団地【単身者住宅】入居者募集

◆定期募集期間　９月８日◯月～12日◯金
◆定期募集住宅の抽選会　９月25日◯木　午前10時（午前９時より受付）　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　10月３日◯金　午前10時　幕別町役場４階　会議室
※10月４日◯土から17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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「ツール・ド・北海道 2014」が開催されます
　「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巡る本格的なステージレースです。
　28 回目となる本大会では、大会２日目（9 月 14 日◯日）に、幕別町依田公園をスタートし、大樹町
や豊頃町などを巡って再び幕別町依田公園でゴールを迎える「第２ステージ」が開催されます。
　メインレースには、国内外から、北海道選抜チームを含む 20 チームが出場するほか、市民レース
も行われます。秋の十勝を、風と共に爽やかに駆け抜ける選手達を、ぜひ応援してください。

◆日時　９月 14 日◯日　①～③とも依田公園からスタート ※雨天決行 
　①メインレース（第２ステージ）　183 ㎞
　　スタート　９時 30 分／フィニッシュ　13 時 57 分～ 14 時 10 分
　②市民レース（上級コース）　137 ㎞
　　スタート　８時 30 分／フィニッシュ　12 時 24 分～ 12 時 44 分
　③市民レース（中・初級コース）　90 ㎞
　　スタート　８時 40 分／フィニッシュ　11 時 12 分～ 11 時 32 分

ふるさと館

焼肉
ガーデン
まくべつ

野球場 依田公園駐車場

老人
ホーム
札内寮

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
レーススタート

当日は20台程度
駐車可能

◆お願い
　会場周辺には、一般用駐車場の用意がありません
ので、応援などでお越しいただく際には、公共交通機
関（路線バスまたはタクシー）をご利用いただくよう
お願いいたします。
　また、沿道などで観戦される場合は、コース上や民
有地などへの駐車はおやめください。

パークゴルフ「俳句村コース」
「牧水の森コース」をご利用さ
れる方へ

　「ツール・ド・北海道2014」開
催に伴い、９月14日◯日は、周辺
道路（幕別温泉南通）が一時通
行止めになるほか、依田公園駐
車場につきましても、一部利用
を制限させていただきます（テ
ニスコート北側の一部が使用
可能）。
　コースは通常どおりご利用
いただけますが、来場される皆
様にはご不便をお掛けします
ので、ご理解とご協力をお願い
いたします。

■問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

◆コース周辺の通行止め区間について

◆コース
　幕別町依田公園（スタート）～帯広市～更別村～大
樹町～豊頃町～幕別町依田公園（フィニッシュ）
　※市民レースは本レースのコースをショートカッ
トして行われます。
　※詳しくは大会ホームページでご確認ください。
　http://www.tour-de-hokkaido.or.jp/index.html



第 37 回 まくべつ産業まつり
10月５日◯日  午前10時～午後２時 幕別町百年記念ホール前広場特設会場

主催/ 第37回まくべつ産業まつり実行委員会
共催/ 幕別町・幕別町商工会
主管/ 幕別町観光物産協会
問い合わせ先/ 幕別町観光物産協会事務局
（商工観光課内℡【幕】 54-6606）
※土日・祝日は幕別町役場（℡【幕】 54-2111）

「忠類～産業まつり会場」　連絡バスを運行します

【行き】　８：50 　忠類発　　９：45 　会場着
【帰り】　14：30 　会場発　　15：25 　忠類着
※忠類の停留所は、ふれあいセンター福寿前です。
※乗車される方は、事前に申し込みが必要です。
◆申込期限　10月２日◯◯木◯　午後５時30分
◆申込先　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】 ８-2111）

観光物産協会個店、地元農協による新鮮野菜即売会、忠類
地域特産品販売、神奈川県開成町特産品販売、幕別産和牛
試食販売、子ども縁日広場、牛乳消費拡大キャンペーン、
フリーマーケット、ミニ馬車運行、コミバス展示会、各種
団体ＰＲ（ひまわりの家・アイヌ文化伝承保存会・共同募
金・幕別町赤十字奉仕団他）などを開催します。

※小雨決行ですが、荒天の場合は一部変更して百年記念ホール内で行います。（先着800人）
※来場者の安全確保と衛生管理のためペットの入場をお断りしますのでご協力をお願いします。

なかじま　まり増位山　太志郎

ステージ
10：00～ 開会セレモニー
　　　  豊穣太鼓（幕別文化倶楽部）
10：30～ 江陵高等学校吹奏楽演奏
11:05～ ライブステージ(さざなみしおん)
12：30～ ものまねステージ（なかじままり）
13：20～ 歌謡ステージ（増位山太志郎）

各種ゲーム
10：20～ プレート落とし（小中学生対象）※先着15人
10：20～ パークゴルフお楽しみ会 ※先着100人
11：00～ 女子かぼちゃ投げ大会（中学生以上） ※先着100人
11：10～ お菓子キャッチャー（小学生以下）
11：30～ 現ナマキャッチャー（中学生以上※有料）
※各ゲームの受付は当日会場で。（開始30分前）

19 Makubetsu
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産業まつり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　日　　時　平成 26 年 10 月５日◯◯日◯
　　　　　　　午前 10 時～午後２時（荒天時中止）
２　場　　所　幕別町百年記念ホール前広場
３　参 加 料　500 円
４　申込期限　９月 10 日◯◯水◯
■■■問■ まくべつ産業まつり実行委員会事務局
　　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
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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～ ６、20、27日◯月 ７、14、21、28日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 14、28日◯火 ２、９、23、30◯木 ６、20日◯月 ３、17、31日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 17日◯金  29日◯水

19:30～ ７、21日◯火 27日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ ３、31日◯金 15日◯水

19:30～ 16日◯木 10、24日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ 10、24日◯金 １、８、22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～ ２、９、16、23、30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、忠類コミセン（℡【忠】 ８-2201/忠類総合支所内・生涯学習係）

10月の健康講座

北海道で一番高い山『旭岳』秋季町民登山

◆日時　９月14日◯日　 
　午前５時　　　町民会館発
　午前５時15分　札内福祉センター発
※10分前に集合してください。
※雨天決行（登山の有無は現地で判断します）
◆場所　旭岳（標高差2291ｍ）
※姿見駅から690ｍ
※旭岳に登らず、姿見ノ池周辺の散策も可
◆対象　幕別町民で小学４年生以上（小学生は保護者同伴）
◆参加料　１人5,000円（バス代・ロープウェイ代・
保険料等）※当日納入

◆定員　25人（定員になり次第締め切ります）
◆申込期限　９月11日◯木　午後５時まで
■問・申　幕別山遊会事務局　鈴木勝利　　　　　
　　　（℡・Fax【幕】 56-6757）※午後８時まで

硬式テニス大会

◆日時　９月14日◯日　 午前８時～午後６時
◆場所　札内スポーツセンター屋外テニスコート
◆参加対象　町テニス協会会員およびテニス愛好者
◆参加料　一人1,500円※当日納入
◆種目　
・男子ダブルス
・女子ダブルス
※男女とも初心者、初級者、シニア、中級者で各４
  ～８ペア
※大会終了後、豪華景品の当たる抽選会を行います。
◆申込期日　９月９日◯火
問・申　町テニス協会事務局　池上
　　　　（℡ 090-8900-1225）※午後８時まで

◆日時　９月20日◯土　 受付　午前８時～
◆場所　糠内やまびこコース
◆対象　幕別町民
◆参加料　１人500円※当日納入
◆種目　
○団体戦　同一公区男女混合３～５名で編成されたチーム
※上位３名の成績合計で順位を競う。
○個人戦　個人申込者で団体５位入賞以外の者
◆表彰　
○団体戦　５位まで
○個人戦　男女とも３位まで
※入賞者以外に参加賞あり。
◆申込期限　９月14日◯日 

申 クマゲラハウス（℡【幕】 54-2289）
　　札内スポーツセンター（℡【幕】 56-4083）
問　町パークゴルフ協会・伊藤（℡【幕】 56-5439）※午後８時まで

パークゴルフ公区親睦秋季大会　ウォーキングのほか、ポールを使ったノル
ディックウォーキングの体験もできます。
※ノルディックウォーキングは、２本のポールを
両手に持って地面を突きながら、やや大またで歩
きます。
※当日、レクリエーションとして、完走者を対象に
健康相談、エクササイズも行います。
◆日時　９月27日◯土　 受付　午前８時～
　　　　　　　　　　開会　午前８時30分～
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆集合場所　札内スポーツセンター入口前駐車場（武道場南側）
◆コース　札内北堤防コース（7.6㎞）
◆対象　幕別町民（小学生以下は保護者同伴）
◆参加料　１人200円（保険料等）※当日納入
◆持ち物　汗拭き用タオル・飲み物など
◆申込方法　電話でお申し込みください。 

◆申込期限　９月17日◯水 

◆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）

第４回ウォークラリーまくべつ
～ウォーキング＆ノルディックウォーキング～
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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

問　 問い合わせ先　　申　 申し込み先　　提 提出先

21 Makubetsu
2014.9

◆日時　９月28日◯日、10月19日◯日、11月16日◯日
　　　午前10時～正午 （全３回）

◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆講師　髙橋　優美さん（パステル和(NAGOMI)
アートインストラクター）

◆対象　一般10名（単発受講可、応募者多数の場合抽選）
◆受講料　1,500円（１回分500円）
◆材料費　900円（１回分300円）※額１枚100円(希
望者のみ)

◆持ち物　筆記用具など 

◆申込期限　９月21日◯日
◆カリキュラム
　１回目 葉っぱの絵
　２回目 パンプキンの絵
　３回目 クリスマスツリーの絵

◆日時　10月12日、19日、11月16日、12月７日、
　　　　12月14日、１月25日、２月１日、８日、15日
　　　　日曜日　午前10時～正午 （全10回）
◆場所　百年記念ホール　絵画室
◆講師　由良　真一さん（池田町在住、画家）
◆対象　一般12名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　5,000円
◆材料費　2,500円(スケッチブック、油絵の道具一式等)
◆持ち物　６Ｂ鉛筆、消しゴムなど
◆その他　講座の最後に油絵体験を行います。
◆申込期限　講座の１週間前 

デッサン力がつけば、もっともっと絵が好きになる！
デッサン習得講座

◆日時　９月13日◯土　午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール　学習室２
◆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

◆日時　10月11日◯土　 受付　午前９時～
　　　　　　　　　　開会　午前９時30分～
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆集合場所　幕別運動公園陸上競技場
◆参加料　１人300円（保険料等）※受付時または当日納入
◆種目　
・小１・２年生男女　　　　１㎞
・小３・４年生男女　　　　２㎞
・小５・６年生男女　　　　３㎞
・中学・高校生男女　　　　５㎞
・一般男女(年齢制限なし)　１㎞
・一般男女(年齢別60歳未満・60歳以上)　３㎞・５㎞
◆申込方法　小中高生は、各学校に申し込みくだ
さい。一般の方は、教育委員会社会体育係まで
電話で申し込みください。 

◆申込期限　９月26日◯金
　※大会当日の参加申し込みはできません。
◆主催　まくべつマラソン大会実行委員会
問・申 教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

第３回まくべつマラソン大会

◆日時　10月12日◯日　 
・小中学生受付　午前９時～９時15分
・一般受付　午後０時30分～０時45分
◆場所　札内スポーツセンター
◆参加料　シングルス　１人500円　
　　　　　ダブルス　　１人300円　※当日納入
◆種目　
○個人戦シングルス（小中学生は男女別）
・小学生低学年（４年生以下）
・小学生高学年（５・６年生）
・中学生
・一般（クラス分けします）
○ダブルス（クラス分けします）
問　町卓球協会事務局　山田(℡【幕】 54-5254)
　　※午後６時～８時

第50回全町卓球大会

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26年11月１日◯土～平成27年４月30日◯木
◆提出書類　各施設団体使用許可申請書
※申請書は提出先にあります。
※継続利用団体も必ず申請書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。
◆申込期限　９月22日◯月
提 農業者トレーニングセンター、札内スポーツ
センター、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

問　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

パステルでホンワカかわいい絵を描きましょう！
パステル和(NAGOMI)アート講座


