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消費生活相談室から<相談事例>

　年金事務所の職員を名乗る人物から「払
いすぎた医療費の還付金をあなたの口座に
返還する。金融機関では還付に対応できな
いので、スーパーのＡＴＭへ行って手続き
をしてほしい。」と電話があった。ＡＴＭの
前で、教えられた連絡先に携帯電話で連絡
し、指示通りに操作をしたが、通帳を確認す
ると、知らない人物に振込みしてしまって
いた。

　　  
質問Ｑuestion

     
答えＡnswer

　公的機関の職員を名乗り、税金や医療費
の還付金を受取る手続きと称してＡＴＭへ
誘導し、振込みをさせる還付金詐欺の手口
です。
　警戒が厳しい金融機関での手続きを避け
て、コンビニやスーパーなどのＡＴＭから
電話で指示し、操作をさせるケースが見ら
れます。実際には書類を送っていないのに
「事前に書類を送付した」や、「医療費が戻る
が、期限が今日まで」などと言って手続きを
急がせ、相手に冷静に考える時間や周囲に
相談をする余裕を与えません。
　還付金がＡＴＭで返還されることは絶対
にありません。どんな内容であろうと「携帯
電話を持ってＡＴＭへ」と言われたら、還付
金詐欺です。振込みをしてしまうと、お金を
取り戻すことは極めて困難です。
　不審に感じたら、相手から教えられた電
話番号ではなく、必ず、電話帳などで確認し
た番号に電話をして、事実の確認をするな
どしましょう。判断に迷った時には、警察署
や消費生活相談室にお気軽にご相談くださ
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

◆日時　２月19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）

２月の行政相談

２月の人権相談

　ボランティア活動の一環として、刃物とぎ講習
会を開催します。ご家庭にある切れ味の悪くなっ
た刃物をご持参ください。ただしノミ・カンナ・ノ
コ等は対象外です。（事前申込不要）
◆日時　２月15日◯日　午前10時～午後２時
◆場所
　幕別地区　町民会館ロビー
　札内地区　札内福祉センターロビー
■問
・幕別地区　
　遠藤（℡【幕】 54-2496・携帯 090-8909-1312）
・札内地区　
　八巻（℡【幕】 56-4604・携帯 090-3899-0010）

刃物とぎ講習会（幕別技能士会）

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

　回収した布類は、回収業者によってウエス（ぞう
きん）等に再利用されます。
◆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、ベッドマット、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・場所　３月１日◯日　午前10時～11時30分
　　　　　 　忠類総合支所ロビー（女性祭り会場）
　　　　　 　３月14日◯土　 午前９時～10時30分
　　　　　　 札内福祉センター１階会議室
問　商工観光課観光労働係（℡【幕】 54-6606）

◆日時　２月19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）

今月のつぶやき 年の数だけ豆を食べるのが、だんだんツラくなってきました…。 PN.41歳
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≪平成 27 年度に委員を公募する附属機関≫
名　称 定数 公募枠 任期 改選期 内　容

幕別町健康づくり推進協議会 10人 ３人 ２年 ４月１日 保健福祉の増進などの町民の健康づくり対
策を協議する。

幕別町廃棄物減量等推進審議会 13人 ４人 ２年 ４月１日 一般廃棄物の減量化を推進するための方策
などに関する事項を審議する。

幕別町都市計画審議会 10人 ３人 ２年 ５月13日 都市計画区域の指定などの都市計画に関す
る事項を調査・審議する。

幕別町公営住宅委員会 10人 ３人 ２年 ５月13日 公営住宅の維持・管理と運営に関する事項
を調査・審議する。

幕別町次世代育成支援対策地域
協議会 15人 ５人 ３年 ７月３日 子ども・子育て支援事業計画の策定、推進に

関する事項を調査・審議する。

幕別町介護保険運営等協議会 15人 ５人 ３年 10月１日 介護保険事業計画および高齢者福祉計画の
策定、推進に関する事項を調査・審議する。

幕別町情報公開・個人情報保護
審査会 ５人 ２人 ３年 10月１日

情報公開に係る不服申立ての審査を行うほか、
実施機関の諮問に応じ、情報公開および個人情
報の保護に係る重要事項について審議する。

　幕別町まちづくり町民参加条例に基づき、平成
27年度中に委員の改選期を迎える７つの附属機関
の委員を募集します。
◆公募の条件
・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。
・平成27年４月２日現在で20歳以上おおむね75歳
までの方。

◆応募期限　２月27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・提出してください。

　　町のホームページから申込書様式をダウン
ロードできます。

◆記載上の注意点　申込書には、希望される附属
機関名を第１希望から第３希望まで記入してく
ださい。

※郵送やFAXによる申し込みもお受けします。
◆委嘱について
・公募条件に適合された方全員を候補者名簿に登
録します。（１年間有効）

・改選期を迎える附属機関から順に、候補者名簿
登録者の中から委員を委嘱します。

・応募者多数の場合は、応募された方全員を委嘱
できないことがありますので、ご了承ください。

・委嘱の可否は、選考終了後に文書で通知します。
■問　 総務課総務係
　　（℡【幕】 54-6608　Fax【幕】 54-3727）

附属機関の委員を公募します

選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表

　公職選挙法の規定に基づき、平成26年１月から平成26年12月までの閲覧状況を公表します。

閲覧申出者 利用目的の概要 閲覧年月日
閲覧に係る選挙人の範囲

（投票所）
幕別町札内あかしや町 56 － 33
日本共産党幕別委員会
代表　野原　恵子

選挙用はがき宛名確認の
ため  ５月 20 日～ 22 日 全投票区

帯広市東１条南８丁目２番地
㈱十勝毎日新聞社
代表取締役社長　林　浩史

世論調査の対象者名簿作
成のため  11 月 17 日 全投票区から 200 人

※在外選挙人名簿抄本の閲覧の申出はありませんでした。
■問　 町選挙管理委員会事務局（総務課内・℡【幕】54-6608）

◆縦覧期間　２月23日◯月～３月９日◯月
◆時間　午前８時30分～午後５時
◆場所　幕別地域　役場総務課
　　　　忠類地域　忠類総合支所地域振興課
※閉庁日は、幕別地域は役場１階東側当直室、忠類
地域は忠類コミセン窓口で縦覧できます。

◆異議申出期間　縦覧期間中は、登録または修正
が可能です。異議のある場合は、文書で町選挙管理
委員会事務局へ申し出ください。
■問　町選挙管理委員会事務局
・役場総務課（℡【幕】54-6608)
・忠類総合支所地域振興課(℡【忠】 ８-2111)

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

今月のつぶやき  節分は落花生を撒くものだと思っていたけど、地域によって違うのね。 PN.ミミ



お知らせ

16Makubetsu
2015.2

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

　まくべつ農村アカデミーでは、農業後継者や経
営者等を対象に農業経営・技術を学ぶ研修生を募
集します。また、短期で農業体験を希望する方も随
時、募集しています。
◆募集内容
ニューファーマー研修（２年間）
　学校卒業者やＵターン者、後継者の配偶者を対象。
リーダー研修（２年間）
　おおむね30 ～ 40歳の中堅農業者を対象。
短期研修（１年間）
　町内農業後継者で、町内の他農家での実践研修を
希望する方、または就農希望以外で短期間の農業体
験を希望する方（町外者でも可）を対象。
※研修生用宿泊施設を利用できます。
聴講制度（１年間）
　農業者、農業実習生、農業に関心のある町民が対
象。（おおむね40歳までの方）

◆申込期限　３月27日◯金
※願書は、公社でお渡しします。また、ホームペー
ジからもダウンロードできます。

■問・■申　幕別町農業振興公社（℡【幕】57‐2711）
※詳しくは農業振興公社のホームページをご覧く
ださい。

　http://north.hokkai.net/nogyosinkokosya/
　町ホームページからもリンクしています。

まくべつ農村アカデミー
第20期研修生の募集

◆定員　35人(町内在住で平成27年度の新小学５年生)
※定員を超えた場合は抽選により決定します。
◆活動内容　年間９回の学習会を開催します。
◆活動日　土曜日または日曜日
◆期間　平成27年４月～平成29年２月（２年間）
◆費用負担　年間6,000円（教材費、保険料ほか）
◆申込期限　２月13日◯金
※申込書は、ふるさと館、各小学校にあります。
■問・■申　ふるさと館（℡【幕】56-3117）
※月曜日と火火曜日は休館日です。
※少年団などに加入していて、活動にほとんど参加

できないと思われる方は、応募をご遠慮ください。

ふるさと館ジュニアスクール生の募集

　しらかば大学とは、グループ活動を通じて豊か
な人間関係を養い、生きがいある第二の人生を送
ることを目的とした高齢者向けの大学です。
　楽しく学びながら、仲間づくりをしませんか。
◆対象者　町内在住の満60歳以上の方
　　　　　（平成27年４月１日現在）
◆大学運営・学習
　４年制で、卒業後は大学院への進学も可能です。
　学習は教養科目と専門科目に分かれ、月２回程
　度の計画が組まれています。

教養科目

健康管理や保健衛生、地域社会など、教養に関すること

　専門科目
幕別校
札内校

毛筆、硬筆、軽スポーツ、園芸、ちぎ
り絵、手芸、陶芸から１科目選択

南幕別校 カラオケ

ナウマン校
（忠類地区）

手芸、カラオケ、民謡、パークゴルフ、
ゲートボール、ダンスから１科目選択

平成27年度しらかば大学新入生の募集

◆学習場所　町内の社会教育施設など
　　　　　　（福祉バスが利用できます）
◆自治会　学生が自主的に活動する組織で、新入生

歓迎会やパークゴルフ大会、研修旅行、新年交流
会、卒業を祝う会などの事業を実施しています。

■申　入学希望届を、教育委員会または札内支所
　・糠内出張所・忠類総合支所へ提出してください。
※入学希望届は、申込先にあります。
◆申込期限　３月12日◯木
■問【幕別校・札内校・南幕別校】
　 教育委員会社会教育係（℡【幕】 54-2006）
　 【ナウマン校】　　　　　　
　 忠類総合支所生涯学習係（℡【忠】 ８-2201）

青年国際交流事業に参加しませんか
 内閣府では、平成27年度に実施する青年国際交流
事業（「東南アジア青年の船」「国際青年育成交流」「青
年社会活動コアリーダー育成プログラム」「次世代グ
ローバルリーダー事業」「日本・韓国青年親善交流」）
の参加青年を募集しています。 
問　内閣府青年国際交流担当（℡ 03-6257-1434）
　　ＨＰ http://www.cao.jp/koryu/
　　北海道総合政策部知事室国際課（℡ 011-204-5114）

今月のつぶやき 旦那が鬼役をすると、迫力がありすぎて子供が大泣きして大変！ PN.ポンポコ
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保健福祉センター陶芸室利用者の募集

　高齢者の趣味や生きがい活動の場として、陶芸
室の利用者を募集します。
◆対象　おおむね65歳以上の方で構成されてい
　る陶芸サークル
◆利用料　無料
◆申込期限　２月13日◯金
※申し込み受付後に、日程調整を行ないます。
■問・■申　福祉課社会福祉係
　　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

消防団員の募集 平成27年度高齢者就労センター会員の募集

◆募集案内の配付期間　２月12日◯木～３月２日◯月
◆申し込みの受付期間　２月27日◯金～３月２日◯月
◆募集予定団地と公募予定戸数
○一般世帯向け
①道営あかしや南団地　　　２ＬＤＫ　　１戸
②道営若草団地　　　　　　３ＬＤＫ　　１戸
③道営とかち野団地　　　　２ＬＤＫ  　１戸
○高齢者世帯向け
①道営若草団地　　　　　　３ＬＤＫ　　１戸
※詳しくは問い合わせください。
問・申　（株）エーワンホーム(帯広市西８条南13
丁目２番地)（℡ 0155-22-2013）

道営住宅入居者の募集

＝　幕別町発令　＝
■退職(平成26年12月31日付）▲

総務部総務課財政係　長瀬　由貴

人事異動のお知らせ

募集種目 自衛官候補生（男子）
応募資格 18歳以上27歳未満の者
受付締切 平成27年２月13日◯金
試 験 日 平成27年２月15日◯日
入隊時期 平成27年３月下旬予定

募集種目
予備自衛官補

一般公募 技能公募

応募資格 18歳以上
　　34歳未満の者

衛生・語学・整備・
情報処理・通信・
電気・建設・放射
線管理・法務等の
資格を有する者

受付締切 平成27年３月24日◯火火

試験日 平成27年４月10日◯金～ 14日◯火火のいず
れか１日

自衛官候補生（男子）・予備自衛官補の募集

◆募集人数　　　
・男性消防団員　　
　第１分団（幕別地区）２名
　第２分団（札内地区）８名
　第３分団（糠内地区）１名
　忠類分団（忠類地区）６名
・女性消防団員　　  １名
◆業務内容
　災害時の出動、訓練等
◆待遇
①年間報酬、出動手当を支給します。
②公務災害補償、火火災・生命共済制度、退職報奨金
制度（勤続５年以上）

③制服、制帽、活動服などの被服を貸与します。
◆応募資格
　町内在住の18歳以上で健康な方
◆募集期間
　随時
◆提出書類
　履歴書、入団願（入団願は消防署、各支署にあります）
提 幕別消防署、札内支署、忠類支署
問 幕別消防署消防課消防係（℡【幕】54-2434）

　現在登録している方も、再登録が必要です。

業務内容 公園の清掃管理、歩道の草取り、一般家
庭の庭木のせん定、草取り、除雪など

応募資格
町内在住のおおむね60歳以上の健康な
方で、社会活動に積極的に参加の意欲
のある方

賃 金 一般作業　時給　760円～
除雪作業　時給1,300円～

◆募集期間　２月２日◯月～ 27日◯金
◆申込先　町社会福祉協議会（保健福祉センター
内）、町社会福祉協議会忠類支所（ふれあいセン
ター福寿内）、札内支所、糠内出張所

◆その他　登録には印鑑と口座番号が確認できる
ものを持参ください。

　後日、説明会を予定しています。
■問・■申　町社会福祉協議会
　　　（高齢者就労センター・℡【幕】55-3800）

※詳細はお問い合わせください。
問 自衛隊帯広募集案内所（℡ 0155-23-8718）
　　ＨＰ(http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/)

今月のつぶやき 福は～外、鬼は～内…子供のころ、言いましたよね？　PN.Dolly



お知らせ

18Makubetsu
2015.2

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

今月のつぶやき  恵方巻を食べるときにだけスマホのコンパスを使う。 PN.アップル

　母子及び寡婦福祉法の改正により、父子家庭に
対しても母子家庭等同様に、生活や子どもの就学・
就職に必要な費用を貸し付ける制度がありますの
でご利用ください。
◆貸付金の種類　
・就学支度資金(入学金・制服・敷金など)
・修学資金(授業料・学校諸納費・家賃など)
・就職支度資金(就職に直接必要な被服など)
・生活資金(生活費など)
◆貸付金の利子　
　無利子または年利1.5％（貸付金の種類、連帯保
証人有無などにより異なる）

◆貸付金の償還方法　
　一定の措置期間の後、３～20年（貸付金の種類で
異なる）

◆その他　
　貸付金の種類によって、申請書類が異なります。
また、申込時期や貸付額に制限がありますので、
申込の前に必ずご相談ください。

※実施機関は十勝総合振興局子ども・運営指導係
■問・申　こども課児童福祉係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

母子および父子寡婦福祉資金を
ご利用ください

いきいきエンジョイ教室（陶芸教室）
参加者募集・作品展のお知らせ

　初心者を対象とした陶芸教室を開催します。
◆日程　平成27年４月～平成28年３月までの
　月・水水曜日（隔週）　午前10時～午後１時
◆場所　保健福祉センター陶芸室
◆対象　おおむね65歳以上の方
◆募集人数　９人
◆材料費　１カ月1,000円
◆申込期間　２月16日◯月～３月13日◯金
※２月16日◯月～３月２日◯月に保健福祉センター
内で作品展を行なっています。

■問　保健課介護保険係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

無料法律相談会のご案内（事前予約制）
◆共催　釧路弁護士会・釧路司法書士会

◆日時　２月25日◯水水～27日◯金
◆場所　法テラス釧路との契約弁護士・司法書士の各事務所

◆相談員　法テラス釧路との契約弁護士・司法書士

◆予約期間　２月16日◯月～20日◯金　  

　　　　　　午前10時～午後４時 

問・申　法テラス釧路（℡ 050-3383-5567）

業務内容 主に期日前投票事務

雇用期間

①幕別・札内地区従事者
　平成27年３月16日◯月～４月12日◯日
②忠類地区従事者
　平成27年３月26日◯木～４月25日◯土 

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 幕別・札内地区 10 人、忠類地区４人

勤務場所 ①幕別町役場および札内福祉センター
②忠類コミュニティセンター

勤 務 日 上記雇用期間のうち10日間程度（期間
中、土・日の勤務があります。）

勤務時間 午前８時30分～午後８時15分（期日前投票事務）
（休憩１時間、３時間の時間外勤務になります）

賃 金 等 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）

統一地方選挙臨時事務補助員の募集

募集職種 公共施設管理人

応募資格 満67歳までの方（昭和23年４月２日以
降生まれの方）

募集人数 １人
勤 務 日 水水曜日～月曜日

勤務時間 午前８時～午後10時のうちで１週間当
たり38時間45分

賃　　金 月額　189,300 円

雇用期間 平成 27 年４月１日◯水水 
　　　　～平成 28 年３月 31 日◯木 

糠内公民館（糠内コミセン）管理人の募集

◆提出書類　公共施設管理人申込書（教育委員会所管）
※申込書は提出先にあります。
◆提出期限　２月20日◯金
◆面接日時　２月27日◯金
※詳細は後日、連絡します。
提 教育委員会社会教育係、忠類総合支所、札内
　支所、糠内出張所

■問 教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

　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　２月17日◯火火　午後１時30分～４時
◆場所　忠類農業協同組合
■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

◆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　２月20日◯金必着
◆面接試験　２月27日◯金（詳細は応募者に別途通知） 
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
■問　総務課職員係（℡【幕】54-6608）
　　地域振興課地域振興係（℡【忠】 ８-2111）
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国民健康保険加入の方へ 高額介護合算制度のお知らせ

国民健康保険加入の方へ ジェネリック医薬品（後発医薬品）利用差額通知書の送付について

　町では、年々医療費が増加傾向にあり、高齢化などにより今後さらに増加が見込まれることから、ジェネ
リック医薬品（後発医薬品）の普及促進に努めています。今回、平成26年11月に薬剤のお支払いをされた国民
健康保険被保険者の方を対象として、２月末までに薬剤の自己負担相当額に関して、同一成分のジェネリッ
ク医薬品に切り替えられた場合に軽減できる自己負担額（差額）をお送りしますので、ご理解とご協力をお願
いいたします。（お薬の内容によっては、通知がない場合があります。また、通知は個人ごとにお送りします。）
◆ジェネリック医薬品とは　新薬である先発医薬品の特許期間が切れた後に、同等の品質で製造販売される
　低価格な後発医薬品であり、医療を受けられる方の自己負担の軽減や医療保険財政の健全化につながると
　考えられています。
◆ジェネリック医薬品の処方を希望する場合　ジェネリック医薬品は医療用医薬品ですから、病院等の医師
　による処方箋が必要となりますので、お薬を処方されている医師または調剤されている薬剤師に相談し申
　し出てください。
問　町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

　

◆調査の期日　平成27年10月１日現在で実施で実施します。
◆調査事項
　・世帯員について　「男女の別」、「出生の年月」、「配偶の関係」、「就業状態」など13項目
　・世帯について　　「世帯員の数」、「住居の種類」、「住宅の建て方」など４項目
◆ミニ情報②
　人口の確定数が法定人口として地方交付税の交付額（幕別町一般会計歳入総額のうち約40％）算定な
ど、次回国勢調査までの５年間活用されることとなります。
○幕別町の平成26年度地方交付税交付額　56億8,157万7,000円
○平成22年国勢調査による法定人口　２万6,547人（男：1万2,551人、女：1万3,996人）
問 企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）

平成27年国勢調査を実施します 総務省・北海道・幕別町

　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。今回、平成26年度分として、平成25年8月1日～平成26年7月31日の期間に高額介護合算
療養費の支給対象となる方に２月下旬までに手続きのご案内をしますので、案内が届きましたら申請を
お願いいたします。ただし、対象期間中に転入された方、他の医療保険に加入されていた場合など、幕別町
で自己負担額の一部がわからない方につきましては、町から申請の案内ができない場合がありますので、
該当となると思われる場合は申請方法についてお問い合わせください。
◆留意事項
・基準日(平成26年7月31日)時点で、幕別町国民健康保険以外の方は、加入している医療保険者へ支給申請してください。
・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円以下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。
◆申請場所　町民課国保医療係、札内支所、忠類総合支所地域振興課

高額介護合算療養費の自己負担限度額（平成26年７月31日まで）

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

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

70歳未満の方 70歳以上75歳未満の方

※平成 26 年８月１日以降の自己負担限度額は制度改正に伴い変更となっています。
　詳細は平成 26 年９月号の広報紙をご覧になるか、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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あかしや南近隣センターの
バリアフリー化工事を実施しました

 （財）自治総合センターのコミュニティ助成事業
を活用し、あかしや南近隣センターの玄関、集会室
等の段差を解消するバリアフリー化工事を実施し
ました。

　この事業は、同センターが、全国自治宝くじの社
会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要
な備品や集会施設の整備、活力ある地域づくり等
に対して助成を行い、地域社会の健全な発展に寄
与することを目的に実施しているものです。

 今回の工事により、誰もが利用しやすい安心で安
全な施設となり、近隣センターで行う公区活動や
様々なコミュニティ活動への参加者の増加が見込
まれ、地域コミュニティ活動の充実や活性化が期
待されます。

積雪による建築物の倒壊、屋根からの落氷雪による事故防止のお願い

　毎年、道内において積雪による建築物の倒壊や沿道建築物等からの落氷雪による死傷事故が発生しております。
　空き家を含めた建築物の所有者または管理者におかれましては、積雪による事故を未然に防止するた
めに、次のことに注意するようにお願いいたします。
◆積雪による建築物の倒壊を防止するため、十分な安全対策を講じた上で雪下ろし
　を行うなど適切な維持管理に努めてください。
◆カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物については日頃からの
　点検・補修等に努めてください。
◆落氷雪事故の発生が懸念されるような建築物については、雪止めを設置してくださ
　い。既に雪止めを設置している場合でも、老朽化等による破損が原因で落氷雪事故が発生することがあ
　るため、点検により破損等が発見された際は、早急に修繕するようにしてください。
◆落氷雪事故は、気温が－３℃から＋３℃程度で発生しやすいという特徴があるため、屋根等の氷雪を早
　めに除去するとともに、除去の際は、歩行者や付近で遊んでいる子どもなどに十分注意してください。
◆ビルの壁や窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量であっても危険であるため、付着した氷雪は早めに除
　去するようにしてください。
◆軒下を通行するときには、屋根からの落氷雪に十分注意してください。
◆軒下や道路では絶対に子どもを遊ばせないようにしてください。
◆落氷雪があった場合には、直ちに負傷者がいないか確認するとともに、 歩行者
　などの通行の支障とならないように除去してください。
◆交通障害を防止するため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道路に出さない
　でください。
■問　都市施設課建築係（℡【幕】54-6623）

①エコパナイトカフェ
◆日時　２月７日◯土・８日◯日・21日◯　土 午後６時～
◆定員　なし
◆内容　温かな飲み物と音楽で彩るエコパを楽しむ。
②エコパ新鮮組「凧つくり」
◆日時　２月８日◯日　午前９時30分～正午
◆定員　15人（小学生※小３以下は保護者同伴）
◆参加料　500円
◆内容　六角凧作りに挑戦。
③エコパ探検隊「足あと見つけたい」
◆日時　２月21日◯土　午前10時～正午
◆定員　15人（小学生※小３以下は保護者同伴）
◆参加料　500円
◆内容　スノーシューやカンジキを履いて生き物　
の足跡を追跡。
④メロディキッズのワークショップ＆コンサート
◆日時　２月14日◯土・15日◯日・21日◯土・22日◯日
　３月７日◯土・８日◯日　いずれも午後１時～２時30分
◆定員　15人（３歳～小学３年生まで）
◆参加料　１日500円
◆内容　ポコポンクラブの先生と一緒に音遊びを楽し　
み、全６回のワークショップを開催し、発表会を行う。
※すべて会場は十勝エコロジーパークです。
　詳しくは下記にお問い合わせください。
■問・申　十勝エコロジーパーク（℡ 0155-32-6780）

十勝エコロジーパークからイベントのお知らせ

今月のつぶやき 節分は私の誕生日。去年はケーキの上に豆がのっけられていました。 PN.あやめ
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文化・スポーツ賞等の対象者を推薦してください

表彰区分 成　　績　　等

文化賞

１ 本町における芸術、科学、教育その他の文化の向上推進に真しな活動または研究を20
　年以上続けている個人または団体のうち、その功労が特に顕著な個人または団体
２　国、地方公共団体または公益財団法人が主催、共催または後援する文化行事の展
　覧会等において、次のいずれかに該当する成績を収めた個人または団体
①国際規模の文化行事等で高い評価を受けたもの
②全国規模の文化行事等で上位８位相当に入賞したもの
③全道規模の文化行事等で最高位の成績を収めたもの
④前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められるもの

文化奨励賞

１　本町における芸術、科学、教育その他の文化の向上推進のための活動または研究を10
　年以上続けている個人または団体のうち、その功労が特に顕著な個人または団体
２　国、地方公共団体または公益財団法人が主催、共催または後援する文化行事の展
　覧会等のうち、小学生、中学生または高校生を対象とするなど特定の年齢条件のあ
　る文化行事等において、次のいずれかに該当する成績を収めた個人または団体
①国際規模の文化行事等で高い評価を受けたもの
②全国規模の文化行事等で上位８位相当に入賞したもの
③全道規模の文化行事等で上位３位相当に入賞したもの
④東北海道規模の文化行事等で最高位またはこれに準ずる成績を収めたもの
⑤全十勝規模の文化行事等で最高位の成績を収めたもの
⑥前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められるもの

スポーツ賞

１　国、地方公共団体または公益財団法人日本体育協会に加盟する競技団体若しくは
　これに準ずる団体が主催または共催するスポーツ競技大会において、次のいずれか
　に該当する成績を収めた個人または団体
①日本代表選手に選ばれ国際規模のスポーツ競技大会に出場したもの
②全国規模のスポーツ競技大会で８位までに入賞したもの
③全道規模のスポーツ競技大会で優勝したもの
２　地域、団体の体育およびレクリエーションの健全な普及発展のため20年以上の指
　導的役割を果し、その功労が特に顕著な個人または団体

スポーツ奨励賞

１　国、地方公共団体または公益財団法人日本体育協会に加盟する競技団体若しくは
　これに準ずる団体が主催または共催するスポーツ競技大会のうち、小学生、中学生
　または高校生を対象とするなど特定の年齢条件のあるスポーツ競技大会において、
　次のいずれかに該当する成績を収めた個人または団体
①日本代表選手に選ばれ国際規模のスポーツ競技大会に出場したもの
②全国規模のスポーツ競技大会で８位までに入賞したもの
③全道規模のスポーツ競技大会で３位までに入賞したもの
④東北海道規模のスポーツ競技大会で優勝または準優勝したもの
⑤全十勝規模のスポーツ競技大会で優勝または全道規模のスポーツ競技大会につな
　がるもので準優勝したもの
⑥前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められるもの

◆表彰対象者　町内に在住の個人または主たる事務所を町内に有する団体。
◆表彰の制限　同一の表彰を重複して受賞できません。ただし、新たな年度において当該表彰の対象となっ
た場合で、次に該当する場合は受賞することができます。なお、文化賞を受賞したものは、文化奨励賞を受
賞することができません。（スポーツ賞の場合は、スポーツ奨励賞）

①当該表彰の対象となった事績が全く異なる場合
②団体で、当該構成員が異なる場合
③個人で受賞したものが、団体で表彰の対象となった場合
④団体で受賞したものが、個人で表彰の対象となった場合
⑤個人または団体で受賞したものの成績区分が、上位の成績に該当した場合
◆提出書類
・所定の推薦状（教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、札内支所、糠内出張所にあります）
・成績等を証明するもの（賞状、プログラム、新聞等の写し）
◆推薦対象期間　平成26年３月１日◯土～平成27年２月28日◯土
◆推薦期限　３月２日◯月
◆表彰日　３月21日◯土（春分の日）
提　教育委員会生涯学習課、忠類総合支所生涯学習係、札内支所、糠内出張所
■問　教育委員会生涯学習課社会教育係・社会体育係（℡【幕】54-2006）

今月のつぶやき  ベランダにも豆を撒いたら、翌朝、鳥が集まってしまい、糞が…。 PN.妻が鬼に
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■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）

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～ ２、９、16、23、30日◯月 ３、10、17、24、31日◯火火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 10、24、31日◯火火 ５、19、26日◯木 ２、９、16、23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 30日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 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

３月の健康講座

◆日時　２月８日◯日
　受  付　午前８時30分～９時
　開会式　午前９時30分～
◆場所　明野ヶ丘スキー場
◆種目　大回転２セット
◆参加料　小・中学生一人500円
　　　　　高校生以上一人1,000円（当日納入）
◆申込期限　２月６日◯　金 ※当日の申し込みも可
◆主催　町スキー協会
■問・■申　町スキー協会事務局・妹尾
　　　 （℡【幕】 55-2982）

 第34回町民スキー大会

◆日時　３月１日◯日　午前９時～
◆場所　札内スポーツセンター
◆チーム編成　当日、抽選により男女混合チーム
を編成

◆競技方法　男女混成９人制（特別ルール）
◆参加料　一人300円（保険料含む、当日納入）
◆申込期限　２月20日◯金
◆その他　参加賞およびお楽しみ抽選会があります
◆主催　町バレーボール協会
■問・■申　町バレーボール協会事務局・坂口
　　　　（℡【幕】 54-3091（夜間のみ））

 お楽しみ交流バレーボール大会

いじめ防止啓発標語の優秀作品を紹介します

　　幕別町いじめ問題等対策委員会では、いじめ防止啓発活動の一環として標語を募集しました。
　多くの皆さんが問題意識と関心をもって応募してくれました。（応募総数315作品、優秀賞43作品）
　　今月号では、小学４年生から６年生の作品を紹介します。
　【小学４年生】
　  やめようよ　きみがやられて　いやなこと　　　　（札内南小学校 　 三井丹

に い な

衣奈）
　  みてみよう　ともだちのかお　どんなかお　　　　（幕別小学校　　　松田　華

か り ん

鈴）
　  たのしいの？　いじめの理由　教えてよ　　　　  （忠類小学校　 　 森神　凪

な ず な

寿)
　【小学５年生】
　  これぐらい　それがいじめに　つながるよ　      （白人小学校　　　伊藤亜

あ や な

弥奈）
　  見てるだけ　そんなあなたも　いじめてる　　　　（白人小学校 　　 村岡　星

せ い ら

玲)
　  ネットとは　みんなをいじめる　道具じゃない　　（札内北小学校　  三井　颯

は や と

人）
　  書いただけ？　それでも人は　傷つくよ　　　　　（札内南小学校　　佐藤　鈴

れ い ら

蘭)
　  ぐさぐさと　心が痛む　かげの声　　　　　　　　（札内南小学校　　佐藤　　希

のぞみ

）
　  見過ごさず　大事な友達　助けよう　　　　　　　（忠類小学校　　  菅原　嵩

か な と

人）
　【小学６年生】
　  ありますか　人をいじめて　得る利益　　　　　　（幕別小学校　　　鳥居　咲

さ や

耶）
　  わかり合おう　相手の心と　優しさを    　　　　（白人小学校　　　藤田　愛

あ い か

香）
　  苦しいとき　いつでもたよって　友達だから  　　（途別小学校  　　木戸　奈

な つ き

月）　
　  あの子の手　やさしい心で　つつみたい　　　　　（途別小学校　　　塚本　奈

な な

那）
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◆日時　２月23日◯月　午前10時～正午

◆場所　百年記念ホール　調理実習室

◆講師　萬　尚子さん（町内在住）

◆対象　一般　12名（応募者多数の場合抽選）

◆受講料　500円

◆材料代　800円

◆持ち物　エプロン、三角巾、布きん、タッパー等

◆申込期限　２月16日◯月

桜もちやうぐいすもちだーい好き！
春を待つ和風スイーツ講座

◆日時　２月14日◯土　午前10時～正午　

◆場所　百年記念ホール 学習室２

◆講師　佐藤　信子さん（ジュエルDeCoRe認定イ

ンストラクター、「からふるBobbin」）

◆対象　小学生以上　15名（応募者多数の場合抽選）

◆受講料　小・中・高校生200円、一般500円

◆材料費　500円～ 1,500円（作る作品により異なります）

◆持ち物　作品持帰り袋等

◆その他　作品が硬化するまで１日ほどかかりま

すので、取扱いにご注意ください。

◆申込期限　２月７日◯土 

今年のバレンタインデーは何を贈る？
ジュエルＤｅＣｏＲｅ講座

◆日時　２月17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
※午前11時30分頃終了予定
◆場所　札内スポーツセンター
◆種目　ダブルス
・一般の部（男女）
・２部（初心者・シニア男女）
◆参加料　一人300円（当日納入）
◆申込期限　２月10日◯火火 

◆主催　町テニポン協会
■問・■申　町テニポン協会事務局・迎
　　　 （℡・Fax【幕】 56-5955）

第10回幕別町冬季テニポン交流大会

 第10回幕別町バスケットボール大会

◆日時　３月29日◯日
　　　　午前９時～午後５時(予定)
◆場所　札内スポーツセンター
◆種目　中学生・高校生・社会人の混成試合（中学
生・女子混成チームとの試合の場合変則ルール
を適用）の予定

◆募集内容
①町内在住または町内に勤務・通学している方
②原則男子５名以上で１チームとするが、女子混合も可
③審判協力、テーブルオフィシャル協力を要す
◆参加料　一チーム3,000円（当日納入）
◆申込期限　２月20日◯金　日程の都合により、申
込み多数の場合は先着順といたします。

◆主催　町バスケットボール協会
■問・■申　町バスケットボール協会・西明
（Fax【幕】 54-6140・Ｅ－Mail：spdn8u29@samba.ocn.ne.jp）

　地産地消の取組として開催します。約５Kgの味
噌ができます。
◆日時　１回目：３月１日◯日、２回目：３月８日◯日
　　　　午後１時～４時
◆場所　ふるさと味覚工房（新和162番地の128）
◆送迎　
・札内福祉センター発（午後12時10分）
・幕別町役場発（午後12時30分）
◆費用　2,500円（当日納入）
◆募集人数　各回25人（先着順）
◆申込期限　２月10日◯火火（定員になり次第締切）
◆持ち物　エプロン、三角巾、 手ふきタオル、筆
記用具、厚手のナイロン袋、味噌を入れる容器、
ペットボトル容器

◆その他　申し込み時に参加日とバス利用の有無
をお知らせください。

■問・■申　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

みそ作り教室(消費者協会）

鉄道について、あれこれ知るともっと楽しくなるよ！
君も鉄道博士になろう！

◆日時　２月28日、３月７日、14日　

　　　　土曜日　午前10時～ 11時30分

◆場所　百年記念ホール　学習室２

◆講師　坂下　庄蔵さん（町内在住）

◆対象　小学生　20名（一般も可、応募者多数の場合抽選）

◆受講料　小学生600円　一般1,500円

◆持ち物　筆記用具

◆申込期限　２月21日◯土 

◆カリキュラム

１回目　鉄道車両と型式と車種、機関車について

２回目　鉄道のレールの昔と今

３回目　時刻表、鉄道のダイヤ

※内容は変更になる場合があります。


