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今月のつぶやき 　干歳飴で、銀歯が何個もとれた…。　PN.ミルキーに注意！

◆募集対象者、定員
　幕別町に在住の心身ともに健康な幼児。

生年月日 募集定員

３歳児　平成 23 年４月２日　
　　　　　～平成 24 年４月１日 15 人

４歳児　平成 22 年４月２日
　　　　　～平成 23 年４月１日 ９人

５歳児　平成 21 年４月２日
　　　　　～平成 22 年４月１日 20 人

【保育所（園）】
◆申込書配布　12月１日◯月～
◆申込書提出　第１希望の保育所（園）に12月１日
◯月～12月15日◯月までの間に提出してください。

◆面接日　新入所児童（前年度と別の保育所（園）
を希望する児童を含む。）は、面接を実施いたし
ます。日程等は、文書で通知します。　

◆入所決定　２月中旬頃に文書で通知します。

保育所名 電話番号 住　所 定員
幕別中央 【幕】 54-2552 寿町 90人
札内さかえ【幕】 25-9011 札内北栄町 120人
札内青葉 【幕】 56-4131 札内青葉町 90人
札内北 【幕】 56-2049 札内新北町 90人
札内南　 【幕】 56-3326 札内あかしや町 120人
忠類 【忠】 ８-2658 忠類白銀町 70人

◆入所年齢　
　０歳児（生後６ヶ月）～５歳児
　平成21年４月２日～平成26年10月１日生まれ
※忠類は１歳児～５歳児
　平成21年４月２日～平成26年４月１日生まれ
◆保育所（園）入所要件　
　保護者が「保育の必要な事由」に該当すること
が必要です。

※忠類保育所の３歳以上児童には、入所要件はあ
りません。

【学童保育所】
◆対象児童　保護者の就労等により、昼間家庭で
の保育が受けられない小学生

◆申込書配布　　12月１日◯月～
◆申込書提出期限　12月19日◯金
◆面接（新入所児童とその保護者のみ）
　入所を希望する学童保育所で２月上旬頃に面接
を行います。日程、時間は文書で通知します。

◆入所決定　２月下旬頃に文書で通知します。

学童保育所名 電話番号 住　所 定員
はぐるま 【幕】 54-2028 新町 50人
あすなろ 【幕】 56-6650 札内青葉町 40人
つくし 【幕】 56-3917 札内文京町 90人
やまびこ 【幕】 25-5223 札内桜町 40人
ちゅうるい 【忠】 ８-2910 忠類白銀町 25人

提　各学童保育所、こども課保育係（保健福祉セ
ンター内）、札内支所

　平成27年度の保育所（園）・学童保育所の入所申し込みを12月に行います。保育時間などの詳細は、広報
12月号でお知らせします。
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）　

保育所（園）・学童保育所の入所申し込みについて

平成27年度 わかば幼稚園園児募集

◆保育時間　午前８時45分～午後１時45分
　（水曜日は午前11時30分まで）
◆休園日　土、日、祝日、春・夏・冬休み等
◆諸経費　入園料　3,000円（新入児）
　　　　　保育料　7,000円（月額）
　　　　　給食費　月額1,500円程度
　　　　　　　　　（194円×週２回×４週）
◆願書の配布期間　11月12日◯水～21日◯金
※願書は幼稚園にあります。
◆願書の受付期間　12月１日◯月～５日◯金
　午前８時45分～午後５時15分
◆面接日　12月15日◯月～19日◯金
　面接日時は別途通知します。　
◆入園決定通知　12月25日◯木
　文書で保護者に通知します。
問　わかば幼稚園（℡【幕】 54-4223）

※満３歳児の入園について
　 わかば幼稚園では、通常入園の他、平成27年４
月２日以降に３歳に達する幼児の「満３歳児入
園」を実施しています。

　第１期　７月入園（４月～６月生）
　第２期　10月入園（４月～９月生）
　第３期　１月入園（４月～12月生）
※手続きは入園する前々月の末まで（第１期は５月末日）
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11月は虐待防止推進月間です

こどもの虐待は重大な人権侵害です　～子どもを虐待から守りましょう～
　平成25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73,765件
（速報値）となり、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、6.3倍に増加しています。帯広児童相談所
での件数も５年間で4.2倍（平成20年度52件、同25年度220件）となっています。
　町では、子どもの権利を保障するため「幕別町子どもの権利に関する条例」を平成22年７月１日から施
行しましたが、虐待は、重大な子どもの権利侵害です。
　虐待を受けたと思われる子どもを発見した方には、市町村や児童相談所などの関係機関に通告するこ
とが義務づけられています。
　通告者のプライバシーは法律で保護されています。あなたの気づきによって大切な命が守られることがあ
るかもしれませんので、見つけたときは勇気を出して児童相談所やこども課児童福祉係にご連絡ください。
　なお、児童相談所では、専門の職員が調査、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。
◆問い合わせ先
○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

　さまざまな分野で培った知識や技能を生かし、町内の各種行事や活動において幅広く活躍されている
65歳以上の方に対して、２年に一度「人生学博士」としての認定を行っています。
　今年度新たな認定を行ないますので、次の要件をご確認の上、候補者を推薦してください。
◆対象者　町内在住のおおむね65歳以上の方で、博士としてふさわしい活動実績があり、引き続きその活動意欲をお持ちの方。
◆対象分野
○健康・体育の部（長寿・健康・体育等）
○芸術・文化の部（音楽・書道・絵画・写真・陶芸・俳句・短歌・川柳・茶道・華道・舞踊等）
○趣味・教養の部（盆栽・園芸・写真・囲碁・将棋・釣り・落語・手品・昔話朗読・紙芝居・パソコン等）
○創作の部（手工芸・木工芸・料理等）
○その他の部（前記以外であって、博士として認定するにふさわしい分野）
◆推薦方法　各種団体、町民からの推薦のほか、自薦もお受けしますので、推薦書に必要事項を記入の
　上、提出してください。
※推薦書は保健福祉センター、役場町民課、札内支所、糠内出張所、忠類総合支所地域振興課、ふれあ
  いセンター福寿にあります。
◆提出期限　11月25日◯火
◆提出先　保健福祉センター、役場町民課、札内支所、糠内出張所、忠類総合支所地域振興課、ふれあいセンター福寿
問　福祉課社会福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

「人生学博士」を推薦してください

　

救命ボランティアを募集します

　このたび『救命ボランティア・チーム幕別』では、幕
別町内で応急手当の普及啓発活動を行うメンバーを
募集しています。
　同ボランティアは、2004年に応急手当普及員の資
格を持つ町民有志が、多くの町民に応急手当の知識
及び技術を身に着けてもらいたいという願いのも
と、「目指せ、町民救急隊員5000人」をスローガンに16
人で発足し現在12人のメンバーで活動しています。
　主な活動として、事業所、自主防災組織又は各種団
体等に普及計画の指導、幕別町内で開催される救命
講習会で幕別消防署員とともに普及啓発活動を行っ

ております。
　救命ボランティア・チーム幕別では、一人でも多
くの命を救う活動に、地域の皆さんの力を必要と
しております。普及活動・救命処置に関心のある
方、ぜひ参加してみませんか？
◆応募資格
　幕別町に在住または幕別町
　内に勤務されている方
◆自主研修
　毎月１回　第４木曜日　
　午後６時～７時
　幕別消防署または幕別消防署札内支署
問　幕別消防署警防課救急係（℡【幕】54-2434）
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今月のつぶやき 従姉の七五三なのに、自分が着物を着れなくてゴネている写真が残っています…笑　PN.みかん

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９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）

幕別町児童生徒健全育成標語
最優秀作品が決まりました

1
いい

1月 3
みらい

0日は「年金の日」です！

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未
来の生活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつで
もご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年
金受給見込額について、ご自身の年金記録を基に
様々なパターンの試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構の
ホームページでご確認いただくか、帯広年金事務
所にお問い合わせください。
問 帯広年金事務所お客様相談室　
　　（℡ 0155-65-5002）

　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26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
・青だけど　見えない危険　いつもある
(札内南小学校５年　牧野　塁）

・無理しない　自分の心に　ブレーキを
(札内東中学校１年　畑島　颯汰）

○あいさつ運動の部
・あいさつを　してもされても　いい気分
(幕別小学校５年　柾切澤　さち）

・あいさつで　みんなで咲かそう　笑顔の花
(札内東中学校２年　中村　奈々美）

○ボランティア・環境保全の部
・ゴミ拾い　見ためも心も　スッキリだ
(札内南小学校６年　大和田　涼介）

・やってみよう　小さな行動　大きな和
(江陵高等学校３年　後藤　彩乃）

　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21日◯金～11月28日◯金のうち、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）

殺そ剤空中散布実施のお知らせ

　家庭から出るおむつ類は無料で収集を行ってい
ます。汚物を取り除いてから、中身の確認ができる
透明または半透明の袋に入れて「燃やせるごみ」の
収集日にごみ集積所に出してください。
◆対象　おむつ、尿取りパッド、清拭綿等
※乳幼児、高齢者、障がい者等、おむつを使用して
　いる全ての方が対象です。
◆注意　防水シーツ、ペット用トイレシートなど対象
　以外のものが入っている場合は収集できません。ま
　た、老人ホームなどの施設から出るおむつ類につい
　ては事業系ごみとなりますので、町では収集しません。
問　町民課環境衛生係（℡【幕】 54-6601）

おむつの無料収集をしています

　幼児期および学齢期の発達の遅れや、発達障が
いの理解と知識向上のための講演会を開催しま
す。内容は保護者の立場から「発達障がいのわが子
と向き合う」音更町在住の保護者（母親）の方と螺
湾小学校養護教諭の吉藤さゆりさんから、子育て
の体験談や思いをお話していただきます。どなた
でも参加できますので、ぜひお越しください。
◆日時　11月14日◯金　午後７時～８時45分
◆場所　百年記念ホール　講堂
◆参加料　無料
問・申　幕別町発達支援センター
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】 54-6533）

発達支援講演会のご案内
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◆日時　11月20日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆人権擁護委員　桐山武博さん、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）

11月の人権相談

◆日時　11月20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）

11月の行政相談

消費生活相談室から<相談事例>

　数日前、新聞の販売員が自宅に勧誘に来
た。「他の新聞を購読しているのでいらな
い」と断ったが強引に契約を勧められ、３か
月の購読契約をしてしまったが、やはり必
要ないので解約したい。その時に渡された
景品も返したい。

　この場合は、契約日から８日間以内であ
る事と、他の契約解除の要件も満たしてい
た事から、クーリングオフをすることがで
きました。クーリングオフとは、訪問販売な
ど特定の取引の場合に、契約後一定期間で
あれば自由に契約を解除できる制度です。
訪問販売で契約解除できる期間は、契約書
を受け取ってから８日間です。その期間を
過ぎると解約するのは難しくなりますが、
契約内容によっては解約できる場合もあり
ます。勧誘時に受け取ってしまった品物を
使ってしまったときでも、解決できる場合
がありますので、ご相談ください。
　他にも、「一年後の○月から購読開始」と
いった先付契約を結び、配達が始まって初
めて、契約していたことに気付くこともあ
ります。一年以上も先から購読が始まる契
約を結んでしまうと、購読期間はいつから
いつまでだったか、どこの新聞販売店だっ
たかなどの記憶があやふやになり、契約書
をしまった場所が分からなくなってしまう
こともあります。先が見通せる範囲で契約
するようにしましょう。また、長期間の契約
にも注意が必要です。
　特に高齢者からの相談が目立っています。
　強引な勧誘などで被害を受けるケースが
多くみられますので、ドアを開ける前に業
者名と用件を聞き、必要がなければきっぱ
りと断りましょう。

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

幕別町消費者協会創立40周年記念
料理教室・消費生活展

○料理教室（要申込）
◆日時　11月16日◯日　 午前９時30分～午後１時30分
◆会場　百年記念ホール　調理室
◆メニュー　米料理（韓国風海苔巻・恵方巻・鶏む
ね肉の米粉ソテー・みたらし団子他）

◆持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル、箸
◆参加料　無料
◆定員　20人（先着順）
◆申込期限　11月７日◯金
○消費生活展
◆日時　11月16日◯日　午前10時～午後２時
◆会場　百年記念ホール　ギャラリー
◆内容　消費者被害防止啓発パネル展・パッチワー

クなどの展示・米料理の試食コーナー（お昼頃）・
ジャガイモ、手作り石鹸の無料配布（数量限定）

問・申　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54‐6606）

「財務行政懇話会」の開催について

　帯広財務事務所では、財務省および金融庁の業
務・施策を町民の皆様にご理解いただくとともに、
これらに対するご意見・ご要望を今後の行政に反
映させるため、次の日程で財務行政懇話会を開催
します。
　出席を希望される方は、帯広財務事務所までご
連絡ください。
◆日時　11月26日◯水　午後１時30分～３時30分
◆場所　幕別パークプラザ１階　多目的ホール
◆演題　「我が国財政の現状と今後の課題」
◆講師　帯広財務事務所長　鳥居　克広
問・申　帯広財務事務所総務課　和泉、三宅　
　　　　（℡ 0155-25-6381）
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◆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、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
・優先公募の住宅
　①～②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り扱います

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
①本町１（1-101） １ ２LDK H15 有 リース 20,900円～41,000円
②本町２（2-101） １ ２LDK H16 有 リース 21,100円～41,500円

公営住宅の入居者募集について

◆募集案内の配布期間　10月31日◯金～11月17日◯月
◆申込受付期間　11月14日◯金～17日◯月
◆募集予定の団地および公募予定戸数　
　①道営あかしや南団地（一般世帯向け）２ＬＤＫ１戸、②道営若草団地（一般世帯向け）３ＬＤＫ１戸
　③道営若草団地（高齢者世帯向け）３ＬＤＫ１戸、④道営とかち野団地（一般世帯向け）２ＬＤＫ１戸
　⑤道営とかち野団地（一般世帯向け）３ＬＤＫ１戸
※詳しくはお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）

道営住宅入居者募集について

・一般公募の住宅　

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃
③新緑町西（2-20） １ ３DK S54

入居者負担
10,400円～19,200円

④新緑町東（2-31） １ ３LDK S57 12,300円～21,900円
⑤あかしや南（2-303） ２ ３DK S52

リース
12,700円～25,000円

⑥あかしや南（3-301） ３ ３DK S53 13,500円～26,500円
⑦あかしや南（6-401） ４ ３LDK S56 17,300円～34,100円
⑧泉町（1-10） ２ ３LDK H５ 有 リース 22,700円～44,600円
⑨泉町（4-311） ３ ３LDK H９ 有 リース 23,200円～45,500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）

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 S59

入居者負担
15,000円～29,600円

②新緑町南（1-5） ２ ３LDK S59
③寿町（1-204） ２ ３LDK S61 16,100円～31,600円
④桂町２（4-5） ２ ３LDK S58 17,100円～33,700円
⑤あかしや南（1-401） ４ ３DK S51 リース 12,500円～24,600円

◆定期募集期間　優先公募の住宅　11月４日◯火～10日◯月（土日祝は除く） 
　　　　　　　　一般公募の住宅　11月11日◯火～17日◯月（土日祝は除く）　　 

◆定期募集住宅の抽選会　11月26日◯水　午後２時（午後１時30分より受付）
　　　　　　　　　　　　場所　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　12月５日◯金　午後２時～　幕別町役場４階　会議室
※12月６日◯土～12月12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管理係、札内支所
問　都市施設課住宅係（℡【幕】 54-6623）
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農業振興地域整備計画の全体見直しについて

　町では、平成26年度から平成27年度にかけて「幕別町農業振興地域整備計画（農振計画）」の全体見直し
を行います。この計画は、「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」に基づいて、10年先を展望した農
業の健全な発展、農地の合理的な利用に役立てるための農業振興地域整備計画を、おおむね５年に一度見
直すものです。
　この計画により、農用地として確保・利用する土地を「農用地区域」として設定しています。
　農地に農業用施設や住宅等を建てる場合、その土地が農業振興地域内の「農用地区域」に指定されてい
る場合には、用途の変更や農用地区域からの除外（農振除外）の申し出が必要です。
　この全体見直しに伴い、関係機関との協議等が伴うことから、随時受け付けている個別の申し出（農業
用施設用地への用途変更、農用地区域からの除外等）に関する受付を次のとおり一時休止します。休止期
間中に農用地区域の変更を検討している方は、早めにご相談ください。
◆申出受付休止期間（予定）　平成27年７月１日◯水～平成28年３月31日◯木
◆申出受付期日（予定）　　　平成27年６月30日◯火まで 

問　農林課農政係（℡【幕】 54-6605）

◆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

①緑町　緑町22－５
　耐火３階建て １-301 ３ １ＤＫ 平成６年 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

緑町団地【単身者住宅】入居者募集について

◆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）

交通死亡事故ゼロを目指して

　十勝管内で交通死亡事故が多発しています。
　９月には８名が交通事故により死亡していま
す。これからの季節は夕暮れが早まることや、降雪
による路面状況の悪化等、交通事故の危険がさら
に高まりますので、交通ルールやマナーを守って
交通安全を心がけてください。
◆運転者
○交差点では安全をよく確認し、特に右左折の際
は歩行者に注意しましょう

○車間距離を十分にとり、スピードダウンを心が
けましょう

○夕暮れ時は早めにライトを点灯し、横断する歩
行者に注意しましょう

◆歩行者
○必ず横断歩道を利用し、左右の安全をしっかり
と確認しましょう

○夜間に外出する際は、明るい色の服装や夜光反
射材を身に着けましょう

○歩きながらの携帯電話等の操作は危険なので絶
対にやめましょう

問　町民課交通防災係（℡【幕】 54-6601）

プレミアム付き商品券を販売します

　幕別町商工会では、消費の拡大による地域経済

の活性化を図ることを目的に「プレミアム付き商

品券」を販売します。

◆販売額　１セット5,000円

　(1,000円券６枚のセットで6,000円分の商品券)

◆購入限度額　１人あたり３万円まで

　(６セット　36,000円分の商品券)

◆販売開始日　11月16日◯　日 午前10時～午後３時

　(17日◯月以降は、午前10時～午後５時)

※初日完売の場合、17日以降の販売はありません。

◆販売場所　幕別パークプラザ・商工会札内支所・

　商工会忠類支所

◆利用期間　

　平成26年11月16日◯日～平成27年２月28日◯土
問　

・幕別町商工会（℡【幕】 54‐2703）

・商工会札内支所（℡【幕】 56‐2709）

・商工会忠類支所（℡【忠】 ８‐2141）
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◆雇用期間・募集人数
①平成27年１月６日◯火～平成27年６月30日◯火 

　（役場税務課勤務）１人
②平成27年１月６日◯火～平成27年６月５日◯金予定 

　（役場税務課勤務）１人
③平成27年２月２日◯月～平成27年６月５日◯金予定 

　（役場税務課勤務）１人
◆業務内容　確定申告業務補助（課税資料の整理、
照合作業）

◆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、時間外勤務手当支給、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18日◯火必着
◆提出先　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21日◯金（時間等詳細は応募者に
別途通知）

問　総務課職員係（℡【幕】 54-6608）

役場臨時職員募集（一般事務）

救急医療情報キットをご利用ください

　救急医療情報キットとは、緊急連絡先や病名、か
かりつけ医などの情報を記入した用紙を筒状の容
器に入れて自宅の冷蔵庫に保管しておき、救急時
に救急隊員に医療情報等を伝えるためのもので
す。日ごろから自分の医療情報をわかりやすく保
管し、もしもの場合に備えましょう。
◆配布対象者
・一人暮らしを含む65歳以上のみの世帯
・障がいのある方
・健康上に不安のある方
◆救急医療情報キットの内容
・救急医療情報を記載する用紙
・上記用紙を保管する円筒型プラスチック容器
・保管場所を示す冷蔵庫用マグネットシール
・キットを設置していることを示す玄関ドア用シール

◆申請・受領場所
　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
※電話での申請も受け付けています。
問 福祉課社会福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

　詳細は自衛隊帯広募集案内所（℡ 0155-23-8718）
へご確認ください。

自衛官候補生（男子）

受験資格 18歳以上、27歳未満の男子
※平成27年４月１日現在

申込締切 年間を通じて受付しています

試 験 日
11月試験：11月22日◯土土
12月試験：12月14日◯日

入隊時期 平成27年３月下旬予定

高等工科学校生徒

募集資格 15歳以上、17歳未満の男子
※平成27年４月１日現在

募集種目 推薦試験 一般試験

受付期間
平成26年11月１日◯土土

～
平成26年12月５日◯金金

平成26年11月１日◯土土
～

平成27年１月９日◯金金

試 験 日

平成27年１月10日◯土土  
平成27年１月11日◯日  

平成27年１月12日◯月  

上記のいずれかを指定

平成27年１月24日◯土土

入隊時期 平成27年４月上旬予定

自衛官候補生（男子）と高等工科学校生徒を募集します

　農業者年金制度の概要、経営移譲年金・特例付加
年金の受給要件・手続きについて、北海道農業会議
から講師を招き、次のとおり説明会を開催します。
　農業者年金未加入の方、これから受給予定の方
はぜひご参加ください。
◆日時　12月４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28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）

農業者年金説明会を開催します

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
などの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。
☆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！
☆終身年金で80歳までの保証付き！
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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。

　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、
労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ること
を目的に、国が直接管理している保険です。農林
水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用す
る事業については、法人・個人を問わず加入が義
務づけられています
問 厚生労働省北海道労働局総務部労働保険
　　徴収課（℡ 011-709-2311）または最寄りの
　　労働基準監督署・公共職業安定所

　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20日◯木木
午前10時～正午 忠類農業協同組合

12月３日◯水水
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◯木木
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）

献血のお願い

　わかば幼稚園の第３回目の「一日体験入園」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４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　満２歳以上の未就学児童およびその保護者
◆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。
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

『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年生の学び隊参加者の、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12月26日◯金、27日◯土 

　平成27年１月６日◯火、７日◯水、８日◯木、９日◯金
　午前９時30分～11時30分
※期間中に工場見学を予定しています。
◆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
　札内南コミュニティセンター
　札内北コミュニティセンター
　忠類コミュニティセンター
◆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20日◯木
問・申　教育委員会社会教育係（℡【幕】 54―2006）

＝　幕別町発令　＝
■係長職

▲

経済部農林課林務係長（忠類総合支所地域振興
課税務管財係長）岩岡　夢貴 

▲

忠類総合支所地域
振興課税務管財係長（教育委員会忠類学校給食セ
ンター業務係長）高橋　靖亨 

▲

忠類総合支所副主
幹（経済部農林課林務係長）池田　剛信 
■係職▲

教育委員会へ出向（忠類総合支所地域振興課地
域振興係）平井　慎也 

▲

忠類総合支所地域振興課
住民生活係兼地域振興係（同同住民生活係）菅原　
美栄子 

＝　幕別町教育委員会発令　＝
■係長職▲

忠類学校給食センター業務係長（忠類総合支所
地域振興課地域振興係）平井　慎也 

▲

幕別町へ出
向（忠類学校給食センター業務係長）高橋　靖亨 

人事異動（10月1日付け）　（　）内は前職
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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、15、22、29日◯月 ２、９、16日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ ９日◯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 22、29日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 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

■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）

12月の健康講座

　本物の竹と松を使って高さ40cm～50cmのミニ門
松を作ります。手づくりの正月飾りで新しい年を
迎えてみませんか。
◆日時　12月12日◯金　午前10時～11時
◆場所　百年記念ホール講堂
◆講師　猪谷美雪さん（（株）イノタニ）
◆対象　町民の方
◆材料費　1,000円
◆持ち物　園芸用ハサミ、ゴム手袋、エプロン、ビ    
　ニール袋（作品持ち帰り用）
◆定員　20人（先着順）
◆申込期間　11月４日◯火～11月26日◯水 
問・申　手づくりのまち推進委員会
　　　 （事務局　企画室・℡【幕】 54-6610）

お正月ミニ門松作り講習会

まくべつ混声合唱団第23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23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ステージ　大中恩混声合唱曲集Ⅰ
　第２ステージ　混声合唱組曲「幼年連祷」
　第３ステージ　混声合唱とピアノのための
　　　　　　　　「出発の歌」他
問 団長　沖田（℡【幕】 56-6812）

　子どもからお年を召した方まで幅広い年代に愛

される落語でお楽しみください。

　入場無料です。みなさんのご来場をお待ちして

います。

◆日時　12月６日◯土　

・開場　午後１時　　

・開演　午後１時30分

平成26年度生涯学習特別講演会
橘家富藏の落語トーク「笑いのある人生」

プロフィール
昭和30年12月　北海道北見市常呂町で生まれる

昭和54年３月　札幌大学経営学部卒業

昭和54年４月　三代月の家圓鏡[現・八代橘家圓藏]に入門

昭和55年６月　月の家杵助で前座

昭和58年３月　二ツ目昇進　橘家舛藏と改名

平成７年３月　真打昇進　初代橘家富藏と改名

趣味は野球、スキー、スケート、乗馬、ゴルフ、油絵、カーリン

グ応援と多くの趣味を持っており、自動車免許以外にも小型

船舶操縦士を持っている。

◆場所　

　忠類コミュニティセンター　大ホール

　（幕別町忠類錦町439番地１）　

問 教育委員会生涯学習係（℡【忠】 ８-2201）
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◆日時　11月15日◯土　 午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール 野外展示場
◆対象　小学生以下60名　※未就学児は保護者同伴
　（当日受付午前９時30分～10時30分、定員になり次第締め切り）
◆その他　焼いもが焼けるまで外遊びを予定しています。

落ち葉たきでほっこり焼いも楽しいな！
みんな集まれ!!焼いも大会

◆日時　①11月24日、②12月８日、③１月26日、
　④２月16日、⑤３月16日　
　月曜日 午前10時～午後１時 （全５回）
◆場所　百年記念ホール 学習室２（初回は木工芸室）
◆講師　①纐纈 真由美さん、藤原 慶子さん②根
田 三津枝さん、③本保 優子さん、④山岸 満有
美さん⑤井上 昌子さん（町内在住）

◆対象　一般　12名　単発受講も可（応募者多数
の場合抽選)

◆受講料　2,500円（単発受講は１回500円）
◆材料費　詳細は右記参照
◆持ち物　詳細は後日連絡します
◆申込期限　講座日の1 週間前 

◆カリキュラム
・１回目　ステンドグラス作り 材料代 1,500円
・２回目　クリスマスリース作り 材料代 800円
・３回目　ポーセラーツで素敵なバレンタイン
ティーカップ作り 材料代 1,200円

・４回目　スクラップブッキング 材料代 500円
・５回目　つるし飾り作り 材料代 500円
※内容等が変更になる場合もございます。　

もの作りをご近所の先生に教わろう！
やむわっか先生のホームメイド講座

◆日時　12月７日◯日
・受　付　午前８時45分～
・開会式　午前９時～
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆種目　混成の部（女子チームでも可）
◆対象　町内在住者で編成されたチーム（町外在
　住の町協会員の参加は可とする）
◆参加料　１人600円（昼食代は含みません）
※当日納入
◆主催　町ミニバレー協会
◆申込期限　11月24日◯月
問・申　町ミニバレー協会事務局　久保田
      　（℡ 0155-30‐6737）

町民ミニバレー交流会

◆日時　平成27年１月10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
◆対象　小学・中学・高校・一般
◆参加料　１人300円　※申込時に納入
※幼児の部（当日受付・参加料200円）に参加される
方は当日午前10時までに会場受付までお越しく
ださい。

◆申込締切　12月５日◯金 

申 教育委員会社会体育係
　　（℡【幕】 54-2006）
問 町スケート協会事務局　柿崎（℡【幕】 54-2194）

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７月７日　内野　充孝　様（東京都）　　 １万円
　平成26年９月11日　健康サークル　様（札内北町）　５万円
　平成26年９月18日　匿名　　　　　　　　　　　　２万円

硬式テニス教室

◆日時　平成26年11月15日◯土～平成27年４月30日◯木
　　　　毎週土曜日　午後１時～３時　15回予定
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆対象　町民およびテニス愛好者、初心者
◆定員　６名（定員になり次第締切）
◆指導者　町協会員
◆参加料　3,000円　※初回参加時納入
◆申込期限　11月10日◯月　
問・申 町テニス協会事務局　池上　
　　　　（℡ 090-8900-1225・Fax【幕】 54-4529）

第２回 I LOVE まくべつフォトコンテスト
～出展作品募集～

◆応募期間　11月１日◯土～19日◯水（当日消印有効）
◆場所　百年記念ホール ギャラリー
◆応募作品　テーマ　早朝・黄昏時の幕別町の風
景写真１人１点（フィルムカメラ・デジタルカメ
ラ・携帯カメラで撮影したもの）。

　応募用紙はＨＰ でもダウンロードできます。
◆応募方法　写真(Ａ４サイズ限定)に専用の応募
用紙を貼付し、持込みまたは郵送で応募してい
ただきます。入賞作品には記念品を進呈します。

◆展示期間　12月３日◯水～ 18日◯木
◆発表　12月14日◯　日 入賞者には直接通知、ＨＰ 
にて発表

問・申 百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

第45回スピードスケート選手権大会


