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幕別町長選挙・幕別町議会議員選挙開票結果

　４月26日執行の幕別町長選挙・幕別町議会議員選挙の開票結果をお知らせします。

◆町長選挙開票結果（得票数順）

候補者名 得票数

当 いいだ 晴義　　候補 7,934 票

前川 まさし　　候補 7,047 票

幕別町議会議員選挙

　　任期満了（４月30日）に伴う幕別町議会議員選

挙は、定数20人に対して、現職14人、新人７人の

計21人が立候補しました。その結果、現職14人、

新人６人が当選しました。

◆町議会議員選挙開票結果（得票数順）

候補者名 得票数

当 小川 よしふみ　候補 1,198 票

当 よしたき 仁　　候補 1,187 票

当 若山 かずゆき　候補 1,005 票

当 ちば 幹雄　　　候補 962 票

当 寺林 としゆき　候補 953 票

当 ふじわら 孟　　候補 929 票

当 内山 みほこ　　候補 877 票

当 中橋 とも子　　候補 869 票

当 岡本 まりこ　　候補 796 票

当 小田 新紀　　　候補 720 票

当 小島 ちえ　　　候補 683 票

当 藤谷 のりゆき　候補 671 票

当 谷口 かずや　　候補 661 票

当 のはら 恵子　　候補 623 票

当 田口 ひろゆき　候補 609 票

当 いぬい 邦広　　候補 472 票

当 東口 たかひろ　候補 463 票

当 荒 たかよし　　候補 436 票

当 いたがき 良輔　候補 347 票

当 髙橋 健雄　　　候補 316 票

三好 よしのり　候補 128 票

幕別町長選挙

　　任期満了（４月30日）に伴う幕別町長選挙は、

ともに新人の飯田晴義氏と前川雅志氏の２人が

立候補しました。その結果、7,934票を獲得した

飯田晴義氏が当選しました。

◆投票率の推移　　　　　　　　　　　　　（％）

町長選挙 議員選挙

昭和46年 94.49 94.49

昭和50年 95.47 95.47

昭和54年 無投票 92.00

昭和58年 93.84 93.84

昭和62年 無投票 91.94

平成３年 90.43 90.43

平成７年 85.48 85.47

平成11年 82.97 82.96

平成15年 無投票 75.65

平成19年 無投票 72.67

平成23年 68.78 68.79

平成27年 68.48 68.48

※平成15年までは合併前の幕別町の結果です。

問 選挙管理委員会（℡【幕】54-6608）

　

北海道知事選挙・北海道議会議員選挙開票結果
　４月12日執行の北海道知事選挙・北海道議会議員選挙の開票結果をお知らせします。

◆北海道知事選挙開票結果 投票率（幕別町65.45％、北海道59.62％）
候補者名 党派 幕別町の得票 北海道の得票

当 高橋 はるみ　　候補 無所属・現 7,688 票 1,496,915 票
佐藤 のりゆき　候補 無所属・新 6,823 票 1,146,573 票

◆北海道議会議員選挙（十勝地域）開票結果 投票率（幕別町65.06％、十勝地域66.97％）
候補者名 党派 幕別町の得票 十勝地域の得票

山川 秀正　　　候補 日本共産党・新 1,779 票 9,431 票
当 池本 柳次　　　候補 民　主　党・現 2,786 票 20,915 票
当 きた 龍一　　　候補 自由民主党・現 5,635 票 24,540 票
当 ささき 恵美子　候補 無　所　属・現 1,839 票 16,879 票
当 大谷 とおる　　候補 自由民主党・現 2,135 票 23,095 票
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期　　間 固定資産税 町道民税 軽自動車税 国民健康保険税

６月16日◯火～６月30日◯火 第１期 第１期 第１期 第１期

７月16日◯木～７月31日◯金金 第２期

８月17日◯月～８月31日◯月 第２期 第２期 第３期

９月16日◯水～９月30日◯水 第４期

10月16日◯金金～11月２日◯月 第３期 第３期 第５期

11月16日◯月～11月30日◯月 第６期

12月１日◯火～12月25日◯金金 第４期 第４期 第７期

１月18日◯月～２月１日◯月 第８期

　口座振替をご希望の方は、役場税務課納税係（℡【幕】 54-6603）までご連絡いただくか、口座のある金金
融機関窓口で手続をしてください。

区分 口座振替日
固定資産税・町道民税（普通徴収分）・
下水道受益者負担金金

第１期 第２期 第３期 第４期
６月30日◯火 ８月31日◯月 11月２日◯月 12月25日◯金金

国民健康保険税（普通徴収分）・後期
高齢者医療保険料（普通徴収分）・介
護保険料（普通徴収分）

第１期 第２期 第３期 第４期
６月30日◯火 ７月31日◯金金 ８月31日◯月 ９月30日◯水

第５期 第６期 第７期 第８期
11月２日◯月 11月30日◯月 12月25日◯金金 ２月１日◯月

軽自動車税 ６月30日◯火 第１期のみ

学校給食費 ５月以降の毎月末
※月末日が金金融機関の休業日の場合は、翌営業日。
　12 月末の引落しは翌年１月６日◯水です。

上下水道使用料・個別排水処理施設使用料・公営住宅料・
教員住宅料・常設保育料・へき地保育料・幼稚園保育料・
学童保育料・介護負担金金

※毎月月末（同上）

　納期ごとの支払いが困難な方、分割での支払い
を希望される方で、平日の昼間に相談ができない
方は、「納税相談窓口」を開設しますので、ご利用
ください。
問 税務課納税係（℡【幕】 54-6603）
　　忠類総合支所地域振興課税務管財係
　　（℡【忠】 ８-2111）

◆日時６月 20 日◯土～６月 26 日◯金
・役場２階税務課、札内支所
　平日夜間　午後８時まで
　（札内支所は午後５時 30 分～８時）
　土・日　午前 10 時～午後４時
・忠類総合支所１階地域振興課
　平日夜間　午後８時まで

◆持ち物　印鑑

　軽自動車税を口座振替されている方への平成27年度継続検査（車検）用の納税証明書の発送は平成27
年７月中旬を予定しております。納税証明書がお手元に届く以前に窓口にて納税証明書を申請する際
は、ご本人自らが口座振替されたことを確認できる通帳をお持ちください。納税証明書の発行には軽自
動車税を納めたことの確認が必要になります。口座振替の場合、金金融機関から町へ振替の報告が届くま
で、町では納税の確認ができません。
　納税の確認ができない場合、納税証明書を発行することができませんのでご理解とご協力をお願い
いたします。 　　
問 税務課納税係（℡【幕】 54-6603）

　平成27年度において、経済的な理由により納税に困難な事情などがあるときは、その状況に応じて町
税の減免を受けられる場合があります。
　該当する場合は、納期限７日前までに減免申請の手続きが必要です。
　詳細については、各担当係にお問い合わせください。

事　由 対象となる税目

災害などにより所得が皆無となり、生活が困難となった場合 町道民税、国民健康保険税

生活保護を受けた場合 町道民税、固定資産税

一定の障がいのある方が、軽自動車などを所有する場合 軽自動車税 (詳細は下記のとおり )

◆軽自動車税の減免申請について
　○対象となる車両
　　身体もしくは精神に障がいがあり、歩行の困難な方が所有する車両
　　身体もしくは精神に障がいがある方と生計を一

い つ

にする方が所有する車両
　　その構造が、もっぱら障がい者の利用に供するためのものである車両
　○対象となる障がいの範囲
　　身体障害者手帳の交付を受けている方（障がいの区分や級により該当にならない場合があります）
　　療育手帳の交付を受けている方
　　知的障害者更生相談所または児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると認められる方
　　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
　　精神保健指定医の診断書により、精神に障がいがあると認められる方
　　戦傷病者手帳の交付を受けている方
問　町道民税　税務課住民税係（℡【幕】 54-6604）　
　　固定資産税・軽自動車税　税務課資産税係（℡【幕】 54-6604）　　
    国民健康保険税　町民課国保医療係（℡【幕】 54-6602）

町税・使用料等の支払いは、簡単便利な「口座振替」をご利用ください

６月16日◯火～６月30日◯火は固定資産税、町道民税、軽自動車税、国民健康保険税の第１期納期です

町税の納税相談窓口を開設します

町税の減免について

軽自動車税を口座振替で納められている方へのお願い

今月のつぶやき 早めに実家にお酒を送ったら、母からお父さんもう飲んでるよと電話がありました（笑）  PN.マーニー 今月のつぶやき 母の日と比べて影が薄い父の日…パパも頑張ってるのに！（涙）　PN.ゴジラ

平成27年国勢調査員を募集しています

・定められた地域内にあるすべての世帯を訪問
　し、調査票などを配布、回収
※今回からインターネット選考方式が導入され、
　９月中旬に配布されるインターネット回答利用
　案内によりインターネットで回答いただけます。
　インターネットで回答いただけなかった世帯には、
　９月下旬から改めて紙の調査票をお配りします。
◆報酬（予定）
・１調査区　39,310円（約60～70世帯）
・２調査区　74,050円（約120～140世帯）
◆提出書類　申込書
　申込書様式は提出先または町ホームページから
　ダウンロードができます。
◆提出先　企画室企画情報担当、忠類総合支所地
　域振興課、札内支所、糠内出張所
◆提出期限　６月10日◯水
【ミニ情報⑥】　2010年10月20日を「世界統計の日」
とすることが、国連総会で議決されました。
　国勢調査をはじめとする公的統計は、国連等で
定めた世界標準で作成されています。
　国際的に比較可能な信頼できる公的統計データ
の必要性が増してきており、国際レベルでの意義
を理解してもらうため、世界共通の「世界統計の
日」が設けられました。

◆国勢調査員とは
　日本国内に住むすべての人が参加する国勢調査
は、国を挙げての一大プロジェクトです。国勢調査
員は、プロジェクトの成功を左右する大きな役割を
担っています。受持ち地域の世帯に調査書類を配布
し、記入後に回収していただくことが主な仕事です。
　現在町では、国勢調査員として国勢調査に関し
て理解と熱意を持って、国が実施する国勢調査の
業務に従事してくださる方を募集しています。
◆応募資格
・町内在住で満20歳以上の健康な方
・税務、警察、選挙に直接関係のない方
・責任をもって調査事務を行い、調査で知り得た
　情報を守れる方
・暴力団員ではない方、暴力団もしくは暴力団員
　と密接な関係を有しない方
・自家用車を所有し、運転が可能な方
◆調査期間　
　９月上旬から10月下旬
◆調査期日　平成27年10月１日現在で実施
◆主な仕事内容
・調査員説明会への出席
・調査地域の確認
・調査書類の点検、提出

問 企画室企画情報担当（℡【幕】 54-6610）
総務省・北海道・幕別町
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◆６月に保険料額をお知らせします
　平成27年度の保険料につきましては、６月に個別にお知らせします。
　≪保険料の計算方法≫
　

　※１年間の保険料の上限額は57万円です。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
◆保険料の軽減
①均等割の軽減
　※軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
　※昭和25年１月１日以前に生まれた方の公的年金金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

②所得割の軽減
　被保険者個人の所得で計算します。

所得が次の金額以下の方 軽減割合

　所得から33万円を引いた額が58万円以下の方 ５割軽減

③被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかからず、均等割が９
割軽減となります。

※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の
国民健康保険等は含まれません。

◆保険料の減免
　保険料の支払いが困難な場合は、町民課高齢者医療係へご相談ください。
　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料の支払いが
困難な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

◆保険料の支払方法
　保険料の支払いは、「年金金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
○「口座振替」を希望される方は、町民課高齢者医療係へお申し出ください。なお、「年金金からの支払い」か

ら「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
○税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。　（年金金からの支払いの場合、支払
いただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

◆ジェネリック医薬品の利用について
　医療機関で処方される薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
　ジェネリック医薬品の処方をご希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の
受付窓口に「希望カード」を提示することによりお願いすることができます。「希望カード」が必要な方
は町民課高齢者医療係までお問い合わせください。

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）

 後期高齢者医療制度のお知らせ ～平成27年度保険料等について～

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の均等割

　33 万円かつ被保険者全員が所得０円
　（年金収入のみの場合、受給額 80 万円以下）

　９割軽減　  【年額】 　  5,147 円

　33 万円  ８.５割軽減  【年額】 　  7,720 円 

　33 万円＋（26 万円×世帯の被保険者数） 　５割軽減　  【年額】 　25,736 円 

　33 万円＋（47 万円×世帯の被保険者数） 　２割軽減　  【年額】 　41,177 円  

➠

➠

➠

➠

 65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料が変わります

　介護保険料は、事業計画期間の介護サービス見込量や高齢者の状況等をもとに、３年ごとに見直すこと
になっています。町では、介護サービスの利用者や利用量が増大している現状などを考慮して、昨年度ま
での基準月額4,950円（９段階11区分）を基準月額5,150円（12段階）に引き上げるなどの見直しを行いまし
た。平成27年度からの３年間の介護保険料は、次のとおりです。

所得段階
対象者

年額保険料
（基準年額×基準割合）本人の属する

世帯員の状況 本人の状況

第１段階

世帯員全員が
非課税の方

老齢福祉年金金受給者の方
生活保護受給者の方
課税年金金収入額と合計所得金金額の合計額が
80万円以下の方

 27,800円(基準年額×0.45)

第２段階 第１段階に該当しない方で課税年金金収入額
と合計所得金金額の合計額が120万円以下の方  40,100円(基準年額×0.65)

第３段階 上記に該当しない方  46,300円(基準年額×0.75)

第４段階

世帯員に
課税者がいる方

本人が
非課税の方

課税年金金収入額と合計所得金金
額の合計額が80万円以下の方  52,500円(基準年額×0.85)

第５段階 上記に該当しない方  61,800円(基準年額)
(基準月額5,150円×12か月)

第６段階

本人が
課税の方

合計所得金金額が120万円未満の
方  74,100円(基準年額×1.2)

第７段階 合計所得金金額が120万円以上
155万円未満の方  77,200円(基準年額×1.25)

第８段階 合計所得金金額が155万円以上
190万円未満の方  80,300円(基準年額×1.3)

第９段階 合計所得金金額が190万円以上
290万円未満の方  92,700円(基準年額×1.5)

第10段階 合計所得金金額が290万円以上
350万円の方  98,800円(基準年額×1.6)

第11段階 合計所得金金額が350万円以上
500万円未満の方 105,000円(基準年額×1.7)

第12段階 合計所得金金額が500万円以上の
方 111,200円(基準年額×1.8)

　災害や失業などの理由による著しい収入の減少があり、保険料の納付が困難な場合は、その状況に応じ
て、保険料の減免と徴収猶予の制度があります。該当する場合は、納期限７日前までに申請が必要です。
◆対象者　納付義務者またはその世帯の生計中心者が、次の①～④のいずれかに当てはまる場合
①地震や火災などの災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき
②死亡や心身障がい、長期入院により収入が著しく減少したとき
③事業の休廃止や損失、失業により収入が著しく減少したとき
④冷害や干ばつなどで農作物の不作、不漁により著しく収入が減少したとき
問 保健課介護保険係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

 介護保険料の減免・猶予について

※「課税年金金収入額」とは、老齢年金金や退職年金金などの市町村民税の課税対象となる年金金収入額で、遺族年
　金金、障害年金金、老齢福祉年金金などの年金金収入額は含みません。
※「所得金金額」とは、収入金金額から必要経費等に相当する金金額を控除した金金額のことで、扶養控除や医療費
　控除などの所得控除をする前の金金額をいい、「合計所得金金額」とは、複数の種類の所得がある方において、
　それぞれの所得で算出された所得金金額を合計した金金額をいいます。
問 保健課介護保険係（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

均　等　割
【１人当たりの額】

51,472 円

所　得　割
【被保険者本人の所得に応じた額】

（平成26年中の所得－33万円）×10.52％

１年間の保険料
【限度額57万円】
（100 円未満切り捨て）

＋ ＝

今月のつぶやき 母子家庭なので、父の日は母が父になります。母の日と二度おいしいって事？ PN.美海 今月のつぶやき 今年は家族で食事をする予定。その時に子どもができたと報告します！＾＾ PN.TOCCO
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子育て応援商品券の交付について

　町と幕別町商工会では、子育てを支援するため、

国の交付金金等を活用した「子育て世帯支援事業」を

実施し「子育て応援商品券｣の交付を行います。

◆交付対象者

　次のどちらの要件も満たす方が対象です。

・18歳未満（平成９年４月２日以降に生まれた児

　童）のお子さんを養育している保護者の方

・平成27年５月15日現在、幕別町に住民登録され

　ている保護者の方

※別居監護のお子さん（養育しているお子さんの

　住所が町外）の場合も対象となります。

◆交付枚数

・３人以上のお子さんを養育する交付対象者

　10枚（10,000円分/1,000円券×10枚）

・上記以外の交付対象者

　５枚（ 5,000円分/1,000円券×５枚）

◆申請および交付方法

・平成27年６月上旬に18歳未満のお子さんのいる

　ご家庭に申請書を郵送いたしますので、要件を

　満たす場合は、下記の期間内に申請受付窓口に

　提出してください。

※町外に住むお子さんを養育している場合は、町

　で把握できないため、個別にご案内できません

　ので、申請受付窓口にお申し出ください。

・申請内容を確認後、交付対象者の方には、交付決

　定通知書により通知いたしますので、交付期間

　内に交付窓口で商品券をお受け取りください。

◆申請受付期間

　平成27年６月８日◯月～６月30日◯火 

◆商品券交付期間

　平成27年８月３日◯月～８月31日◯月

◆申請受付および商品券交付窓口

・保健福祉センター（新町122番地１）

・役場町民課（本町130番地） 

・札内支所（札内青葉町311-３）

・糠内出張所（糠内251-１） 

・ふれあいセンター福寿(忠類白銀町384番地10)

※受付時間は、申請期間の平日、午前８時45分～

　午後５時30分までです。 

※札内支所は毎週水曜日は、午後７時まで開所し

ていますので、ご利用ください。

◆商品券利用期限 

　平成27年12月31日◯木まで 

◆商品券取扱い加盟店（事業所） 

　申請書と一緒に加盟店（事業所）の一覧表をお渡

しいたします。

　また、町のホームページに掲載しお知らせいた

します。 

◆商品券の使用について 

・本事業に加盟登録している事業所のみで利用で

きます。(大型店舗内の一部テナント等や、商品

によっては商品券が利用できない場合がありま

す) 

・つり銭は出ません。また、金金券等が購入できない

など本事業における実施要領に定める利用制限

があります。 

◆その他 

　申請書に記入された個人情報等については、幕

別町が管理し、本事業およびその経済効果測定

に係る事務処理のためにのみ使用します。

問　こども課児童福祉係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/

平成27年度 子育て世帯臨時特例給付金について

　平成26年４月１日から消費税率が８％に引き上
げられましたが、この影響等を考慮した臨時特例的
な措置として、平成26年度に引き続き「子育て世帯
臨時特例給付金金」の給付を行うこととなりました。
◆給付対象者
　平成27年６月分児童手当の受給者の方
※特例給付（児童手当の所得制限額以上の方に、児
　童１人当たり月額５千円を支給）の受給者の方
　は、対象となりません。
※児童手当の認定請求を失念する等して、平成27
　年６月分の児童手当の対象となる児童分の支給
　が受けられない方についても支給対象になり得
　ますので、平成27年５月31日時点で住民票のあ
　る市区町村の窓口にご相談ください。
◆対象児童
　給付対象者の平成27年６月分の児童手当の対象
　となる児童
◆給付額　対象児童１人につき３千円
◆申請時期
　平成27年６月８日◯月～９月30日◯水まで
◆申請方法
・６月上旬に申請のご案内を送付いたしますので、
　申請書と添付書類を、申請受付窓口に提出して
　ください。
・児童手当を受給している公務員の方は、所属庁
　から配付された申請書により申請願います。
・公務員の方の児童手当の受給状況は、所属庁か
　ら町に情報提供されないため、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。

◆申請受付窓口
・保健福祉センター（新町122番地１）
・役場町民課（本町130番地） 
・札内支所（札内青葉町311-３）
・糠内出張所（糠内251-１） 
・ふれあいセンター福寿(忠類白銀町384番地10)
※受付時間は、申請期間の平日、午前８時45分～
　午後５時30分までです。
※札内支所は毎週水曜日は午後７時まで開所し
　ていますので、ご利用ください。
◆注意事項
　振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意くだ
　さい。
○「子育て世帯臨時特例給付金金」に関して 
・市町村や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コン
　ビニなどの現金金自動支払機）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、他人からお金金を振り
　込んでもらうことは絶対にできません。
・市町村や厚生労働省などが、「子育て世帯臨時
　特例給付金金」を支給するために、手数料の振込
　みを求めること等は絶対にありません。 
※ご自宅や職場などに、このような内容の電話が
　かかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、役場
　や最寄りの警察署にご連絡ください。
問　こども課児童福祉係
　　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
　　ＨＰ：http://www.town.makubetsu.lg.jp/

「脳力テスト」を開催します　～自分の苦手を知り、認知症を予防しましょう～

　認知症の前駆的な段階として、軽度認知障害（ＭＣＩ）というものがあります。この時期に、低下しがち
な脳機能を鍛えることが、認知症の予防につながります。「脳力テスト」では、５つの脳機能について確認
できます。
◆日時　脳力テスト　　　６月17日◯　水 午前10時～11時30分
　　　　テスト結果説明　７月１日◯　水 午前10時～11時30分
◆場所　保健福祉センター
◆対象　65歳以上の町民（認知症と診断されていない方・介護認定を受けていない方）
◆定員　50名
◆参加費　無料
◆申込締切　６月12日◯金金
※下記の日程で、脳力テストを開催する予定です。
・忠類地区　平成27年７月14日◯火
・札内地区　平成28年１月15日◯金金
■問　保健課介護支援係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

今月のつぶやき 毎年プレゼント選びに悩みますが、父の喜ぶ顔をみると贈って良かったなと思います。 PN.usagi 今月のつぶやき 父の日に贈るお花はひまわりって知ってました？　PN.ゆきの

▲子育て応援商品券（表）

見　本

▲子育て応援商品券（裏）

見　本
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◆日時　６月17日◯水　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

６月の行政相談

◆日程　６月３日◯水　午後１時～３時

◆場所　町民会館

◆人権擁護委員　前川満博さん、佐藤恵子さん

問　福祉課社会福祉係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54‐3811）

６月の人権相談

　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。

⑴綿50%以上、50cm角以上の衣料品や布

⑵毛布全般（素材不問）

⑶牛乳パック
◆回収できないもの

⑴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

⑵布団、ベッドマット、枕、座布団等の寝具

⑶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

⑴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

⑵上記以外の衣料品

◆日時・場所
　６月20日◯土　 午前８時30分～10時

　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　６月15日◯月　 午前11時～正午

◆場所　保健福祉センター

　　　　（新町122番地の１）

※ご遺族には、別途ご案内します。

問　福祉課社会福祉係

　　（保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

平成27年度幕別町戦没者追悼式の開催

古衣料・牛乳パック回収（消費者協会）

平成27年度　成人用肺炎球菌予防接種の助成が６月15日より始まります

◆対象　幕別町民で接種を希望する方
①平成27年度に以下の年齢になる方

年齢 生年月日 年齢 生年月日

65歳 昭和25年４月２日～昭和26年４月１日 85歳 昭和５年４月２日～昭和６年４月１日

70歳 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日 90歳 大正14年４月２日～大正15年４月１日

75歳 昭和15年４月２日～昭和16年４月１日 95歳 大正９年４月２日～大正10年４月１日

80歳 昭和10年４月２日～昭和11年４月１日 100歳 大正４年４月２日～大正５年４月１日

②接種日に60歳から64歳で心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される
　程度の障害を有する方、ヒト免疫不全ウイルスにより日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有す
　る方（接種前にご連絡ください）
※いずれもこれまで肺炎球菌ワクチンを接種したことのない方に限ります。
◆自己負担　3,000円（生活保護世帯は無料）
◆接種方法
　対象者には、町より個別通知と専用予診票を郵送します。内容をよくお読みいただいたうえで接種を希
　望される方は、町内指定医療機関に予約し接種を受けてください。

町内指定医療機関名 電話番号

 景山医院（錦町）  0155-54-2350

 緑町クリニック（緑町）  0155-54-6900

 忠類診療所（忠類幸町）  01558-8-2053

 十勝の杜病院（千住）  0155-56-8811

 おち小児科医院（札内新北町）  0155-56-5522

 柏木内科医院（札内青葉町）  0155-56-5151

 札内北クリニック（札内共栄町）  0155-20-7750

 さつない耳鼻咽喉科（札内北栄町）  0155-21-4187

※予診票を紛失した方は再発行しますのでお問い合わせください。予診票がないと接種できません。
◆接種期間　平成27年６月15日◯月～平成28年３月31日◯木
◆償還払い申請
　指定以外の医療機関で受ける場合は、接種費用の全額を医療機関に支払い、役場各窓口で償還払いの申
　請を行ってください。後日自己負担を除いた額を指定口座に払い戻します。医療機関で発行される成人
　用肺炎球菌予防接種領収書、成人用肺炎球菌予防接種済証、振込先口座のわかるものを持参してくださ
　い。接種期間内の接種に限り、平成28年５月２日◯月まで償還払い申請を受け付けます。
■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）

帯広高等看護学院見学会

　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30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など

◆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
◆申込方法　
　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。

◆申込期間　
　７月13日◯月～７月17日◯金金 

　（受付時間は午前９時～午後５時まで）
■問・申　帯広高等看護学院（℡ 0155-47-8881）
　　　Ｅメール：obikan@m2.octv.ne.jp

厚生労働省からのお知らせです

６月は「外国人労働問題啓発月間」です！

　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

応募資格  18歳以上、27歳未満の方

申込締切  平成27年７月10日◯金金

試 験 日  平成27年７月12日◯日日

入隊時期  平成27年８月下旬予定

自衛官候補生を募集します

臨時的任用職員の募集について

業務内容 一般事務補助

募集人数 ３人（７月１日採用予定）

応募資格

以下の全ての要件を満たす方
・町内在住の方（住民票があること）
・平成24年３月以降に卒業した方
・求職活動中の方
・以前にこの事業で任用されていない方

勤 務 日

原則として、月～木曜日の週４日
（午前８時45分～午後５時30分）
※勤務場所によって曜日や時間が変わ
　る場合があります。
※金金曜日は求職活動や自己研修等に充
　てるものとします。

任用期間 平成27年７月１日～ 12月31日

賃 金金 日額5,830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(自筆・写真貼付)
※ハローワークを通じて求職中の場合は紹介状が
必要です。

◆提出期限　６月16日◯火（郵送の場合は当日必着）
◆面接日時　６月18日◯木　午前９時から
◆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）
　　〒089-0692　幕別町本町130番地

　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。

外国人は「ルールを守って」適正に雇用しましょう。

①雇い入れる前に、就労が認められるか在留資格を確認してください。

②外国人の雇い入れと離職は、必ずハローワークに届け出てください。

③社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を行いましょう。

※問い合わせは、お近くのハローワークまたは労働基準監督署まで。
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十勝エコロジーパーク
イベントのお知らせ

○エコパ探検隊「ゆっくりのんびりあるきたい」 ◆日時 ６月13日◯土  午前９時30分～
◆定員 30人 ◆参加料 １人500円 ◆持ち物 水筒、タオル、雨具 ■問・申 P25下段

十勝エコロジーパーク
イベントのお知らせ

○第７回十勝川温泉フットパスウオーキング ◆日時 ６月13日◯土  午前９時30分～
◆参加料 １人1,000円 ◆持ち物　天候に合わせた服装、水筒、帽子、おにぎり等　■問・申 P25下段

＝　幕別町　＝

■副町長

▲

民生部長兼経済部長兼建設部長兼水道部長兼忠

類総合支所長兼民生部福祉課長事務取扱の兼職を

解く 川瀬　俊彦（副町長）

■部長職

▲

総務部付（教育部長）森　　範康 

▲

企画室長（企

画室参事）細澤　正典 

▲

民生部長（総務部総務課

長）境谷　美智子 

▲

会計管理者兼出納室長（忠類

総合支所地域振興課長）原田　雅則 

▲

経済部長

（会計管理者兼出納室長）田井　啓一 

▲

建設部長

兼水道部長（水道部水道課長）須田　明彦 

▲

忠類

総合支所長（企画室長）伊藤　博明
■課長職

▲

総務部総務課長（民生部こども課児童福祉係長）

武田　健吾 

▲

同糠内出張所長（出納室会計課長）

阿部　麗子 

▲

企画室参事（経済部農林課農政係

長）山端　広和 

▲

出納室会計課長（教育委員会幕別

学校給食センター所長）坂口　惣一郎 

▲

民生部福

祉課長（水道部水道課下水道事業係長）新居　友敬 

▲

同町民課長（総務部総務課総務係長）山本　　充 

▲

経済部土地改良課長（議会事務局議事課長）

萬谷　　司 

▲

建設部土木課長（総務部総務課地籍

係長）寺田　　治 

▲

水道部水道課長（経済部土地

改良課長）坂井　康悦 

▲

忠類総合支所地域振興課

長（民生部町民課主幹（防災担当））小野　晴正 

▲

教育委員会へ出向（同町民課長）山岸　伸雄 

▲

同

（建設部土木課長）湯佐　茂雄 

▲

同（総務部糠内出

張所長）妹尾　　真
■課長補佐職

▲

総務部札内支所次長兼総務係長事務取扱（教育委員

会教育部主幹）水川　　潔 

▲

民生部町民課主幹（防

災担当）（忠類総合支所地域振興課主幹）鎌田　　浩 

▲

忠類総合支所地域振興課主幹（総務部札内支所

次長兼総務係長事務取扱）佐藤　展子 

▲

同経済建

設課場長兼牧場係長事務取扱兼経済部農林課場長

（同総務課職員係長）石田　晋一 

▲

教育委員会へ

出向（忠類総合支所経済建設課場長兼牧場係長事

務取扱兼経済部農林課場長）宮入　敏治
■係長職

▲

総務部総務課総務係長（経済部商工観光課商工振

興係長）遠藤　寛士 

▲

同同職員係長（学校教育課

学校教育係）和田　智旭 

▲

同同財政係長（企画室

企画情報担当副主幹）谷口　英将 

▲

同同地籍係長

（忠類総合支所経済建設課建設管理係長）辻田　昌功  

▲

同税務課住民税係長（民生部町民課環境衛生係

長兼交通防災係長）平井　幸彦 

▲

企画室企画情報

担当副主幹（同保健課介護保険係長）西嶋　　慎

▲

民生部町民課環境衛生係長兼交通防災係長（総務

部総務課総務係）佐々木　一成 

▲

同保健課介護

保険係長（民生部保健課介護保険係）山田　博昭 

▲

同こども課児童福祉係長（経済部農業振興担当）

児玉　隆良 

▲

経済部農林課農政係長（総務部総務

課財政係長）亀田　貴仁 

▲

同商工観光課商工振興

係長（同札内支所住民係）川瀬　真由美 

▲

建設部

都市施設課都市整備係長（建設部土木課土木係）

久保　　勝 

▲

水道部水道課下水道事業係長（同都

市施設課都市整備係長）松井　公博 

▲

忠類総合支

所経済建設課建設管理係長（水道部水道課庶務係）

西山　暁啓 

▲

教育委員会へ出向（東十勝消防事務

組合消防本部総務課職員係長）足利　　優 

▲

東十

勝消防事務組合へ派遣（総務部税務課住民税係長）

髙橋　修二 

▲

同（教育委員会生涯学習課社会体育

係長）國安　弘昭

■係職

▲

総務部総務課総務係（民生部福祉課障害福祉係）

甲谷　英司 

▲

同税務課資産税係（総務部付）

河内山　亮太 

▲

同同納税係（農業委員会農地振興

係）川本　貴士 

▲

同札内支所住民係（教育委員会

学校教育課総務係）工藤　奈緒 

▲

同同同（経済部

農林課林務係）中山　元気 

▲

民生部福祉課障害福

祉係（総務部税務課資産税係）長瀬　真人 

▲

同保

健課介護保険係（忠類総合支所保健福祉課福祉係

兼介護係兼保健予防係）西明　正博 

▲

同同同（民

生部町民課国保医療係）三好　直美 

▲

同町民課国

保医療係（農業委員会農地振興係）佐瀨　洋美 

▲

同同同（総務部付）佐々木　英行 

▲

同同住民年金金

係（議会事務局庶務係兼議事係）富原　博美 

▲

経

済部農林課農政係（総務部付）鷲見　駿樹 

▲

同同

林務係（同）佐々木　寛人 

▲

同同畜産係兼牧場係

（建設部都市施設課住宅係）金野　克典 

▲

同農業

振興担当（総務部札内支所住民係）吉田　享平 

▲

建設部土木課土木係（総務部付）綱島　佑汰 

▲

同

都市施設課住宅係（同）傳法　惇輝 

▲

水道部水道

課庶務係（同）上島　洋人　

▲

忠類総合支所保健福

祉課福祉係兼介護係兼保健予防係（民生部保健課

介護保険係）森　　考由 

▲

教育委員会へ出向（経

済部農林課農政係）塚本　真敏 

▲

同（総務部付）

宮森　かんな 

▲

議会事務局へ出向（民生部町民課

住民年金金係）九本　淳子 

▲

農業委員会へ出向（経

済部農林課畜産係兼牧場係）南　　敦朗 

▲

同（総

務部付）折笠　亜衣  

＝　幕別町教育委員会　＝

■部長職▲

教育部長（民生部町民課長）山岸　伸雄 

▲

幕別
町へ出向（教育部長）森　　範康
■課長職▲

生涯学習課長（建設部土木課長）湯佐　茂雄 

▲

幕別学校給食センター所長兼忠類学校給食センター所長（総務部糠内出張所長）
妹尾　　真 

▲

議会事務局へ出向（生涯学習課長）
澤部　紀博 

▲

幕別町へ出向（幕別学校給食センター
所長兼忠類学校給食センター所長）坂口　惣一郎
■課長補佐職▲

教育部主幹（忠類総合支所経済建設課場長兼牧
場係長事務取扱兼経済部農林課場長）宮入　敏治 ▲

幕別町へ出向（教育部主幹）水川　　潔
■係長職▲

生涯学習課社会体育係長（東十勝消防事務組合
消防本部総務課職員係長）足利　　優 

▲

幕別町へ
出向（生涯学習課社会体育係長）國安　弘昭 
■係職▲

学校教育課総務係（総務部付）宮森　かんな 

▲

同学校教育係（経済部農林課農政係）塚本　真敏 ▲

幕別町へ出向（学校教育課総務係）工藤　奈緒 ▲

同（同学校教育係）和田　智旭

＝　幕別町農業委員会　＝

■係職▲

農地振興係（経済部農林課畜産係兼牧場係）
南　　敦朗 

▲

同（総務部付）折笠　亜衣 

▲

幕別町へ
出向（農地振興係）佐瀨　洋美 

▲

同（同）川本　貴士

＝　幕別町議会　＝

■課長職▲

議事課長（教育委員会生涯学習課長）澤部　紀博 ▲

幕別町へ出向（議事課長）萬谷　　司 
■係職▲

議事課庶務係兼議事係（民生部町民課住民年金金係）九本　淳子 ▲

幕別町へ出向（議事課庶務係兼議事係）富原　博美

＝　東十勝消防事務組合　＝

■部長職▲

消防次長兼総務課長事務取扱の兼職を解く（消防
長兼消防次長及び総務課長事務取扱）仲上　雄治
■課長職▲

消防次長兼総務課長（総務部税務課住民税係長）髙橋　修二
■係長職▲

消防本部総務課職員係長（教育委員会生涯学習
課社会体育係長）國安　弘昭 

▲

幕別町へ派遣（消
防本部総務課職員係長）足利　　優

　高校生の保護者の経済的負担を軽減するため
に、幕別町修学支援資金金（旧幕別町奨学資金金）の申
請を、次のとおり受け付けます。
◆対象者
　次の、①～④のすべてに該当する方
①高校生または保護者が幕別町に在住している方
②高等学校等に在学しているお子さんがいる方
③市町村民税所得割課税世帯に属している方
④前年の世帯収入が、生活保護基準1.3倍未満の方
※②の高等学校等とは、高等学校、中等教育学校の
　後期課程、高等専門学校の１年生～３年生、専修
　学校の高等学校課程のことをいいます。
※今年度に限り、高校３年生を除きます。
◆支給額　年額27,800円～138,000円
　　　　　（在学する学校の区分等により異なります）
◆提出書類
　修学支援資金金受給申請書、在学証明書等
◆提出期限　６月30日◯火
◆提出先　教育委員会学校教育課、札内支所、忠類
　総合支所生涯学習課、糠内出張所
※郵送の場合は　〒089-0604　幕別町錦町98番地
　幕別町教育委員会学校教育課
※申請書と修学支援資金金概要説明のチラシは、提
　出先と町図書館、管内高等学校にあります。
■問　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

幕別町修学支援資金の申請について 人事異動（５月15日付け）（　）内は前職

　この訓練は、火災の発生を想定し十勝幕別温泉
グランヴィリオホテル自衛消防組織と消防機関が
協力して災害に対する習練を重ねることに加え、
北海道防災航空室航空隊との連携構築と強化を図
り、宿泊客の生命と安全を守ることを目的とした
防災訓練です。
　消防車両の走行やサイレン音など、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。
◆日時　６月２日◯火　午前11時～正午
※雨天時は訓練中止
◆場所　十勝幕別温泉グランヴィリオホテル 
問　幕別消防署警防課警防係（℡【幕】 54-2434）

十勝幕別温泉グランヴィリオホテル防災訓練のお知らせ

人事異動（５月15日付け）（　）内は前職
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十勝エコロジーパーク
イベントのお知らせ

○クニさんと十勝でサウンドつくろう会 ◆日時 ６月21日◯日  午後３時～
◆定員 20人 ◆参加料 １人2,000円/回 ◆持ち物 音がでるもの ■問・申 P25下段

十勝エコロジーパーク
イベントのお知らせ

○ボーイスカウト体験隊「火おこし体験」 ◆日時 ６月14日◯日  午前９時30分～
◆定員 30人 ◆参加料 １人500円 ◆持ち物 エプロン、頭巾、水筒、ボウル、筆記具、軍手　■問・申 P25下段

　農業と食料の関わりに興味を持ち、理解を深めて
いただくことを目的に、｢農業体験塾｣を開催します。
◆日程・内容
　７月18日◯土　 午前10時～　３時間程度
　・乳搾りなどの酪農体験
　・昼食づくり
　７月28日◯火　 午前10時～　３時間程度
　・農作物(レタス・かぶ等)の植え付け
　・昼食づくり
　９月12日◯土　 午前10時～　３時間程度
　・レタス、かぶ、人参、そば等の収穫
　・収穫物を使用した昼食づくり
　※各日程の内容は変更になることがあります。
◆対象者　３日間全てに参加できる町内の小・中
学生（小学１、２年生の参加者は保護者同伴）

◆場所　農業試験ほ場、ふるさと味覚工房(新
和)、田村牧場(南勢)

◆参加料　１回500円
◆申込期間　６月８日◯月～22日◯月（先着20人）
◆その他
・詳細は、参加者に別途お知らせします。
・現地への送迎は、保護者にお願いします。
問・申　農林課農政係(℡【幕】 54-6605)

　６月に開かれる町議会定例会の予定は次のとお
りです。

日時 内容

６月９日◯火　 午前10時～ 行政執行方針、議案審議

６月23日◯　火 午前10時～ 一般質問

６月24日◯水　 午前10時～ 一般質問

６月25日◯木　 午前10時～ 一般質問、議案審議

６月30日◯火　 午前10時～ 議案審議

※日程は一般質問の人数などによって変わること
があります。

◆場所　役場５階議場
■問　議会事務局（℡【幕】54-6626）

　平成27年10月11日◯日に実施する試験案内を、
受験希望者に配布します。
◆配布期間　６月10日◯水～７月３日◯金金
◆配布場所　保健福祉センター、札内支所
　　　　　　忠類ふれあいセンター福寿
問 保健課介護支援係
    （保健福祉センター内・TEL【幕】54-3811）

　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　

６月 11 日◯木
 午前９時30分～
 正午 幕別町役場

 午後１時30分～
 午後２時30分 十勝葉山電器

 午後３時～
 午後４時30分 東部耕地出張所

６月 12 日◯金金
 午前９時30分～
 午前10時30分 保健福祉センター

 午前11時～
 正午 特別養護老人ホーム札内寮

 午後１時30分～
 午後２時30分 老人保健施設あかしや

 午後３時～
 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）

　平成28年度から中学校で使用する教科書が改訂
されることに伴い、国の検定に合格した教科書を
展示します。
　今年度から小学校で使用している教科書も展示
しますので、ご覧ください。
◆教科書展示日程
・図書館本館、札内・忠類分館
　６月19日◯金金～７月５日◯日 

　 午前10時～午後６時（毎週火曜日を除く）
・糠内出張所(糠内コミュニティセンター)
　６月19日◯金金～７月８日◯水
　午前８時45分～午後５時30分(役場閉庁日を除く)
　※十勝教育研修センター（札内暁町290-2）でも
展示されます。

問　教育委員会学校教育係（℡【幕】 54-2006）

小中学校教科書の展示 議会を傍聴しませんか

献血のお願い農業体験塾参加者の募集

平成27年度北海道介護支援専門員実務
研修受講試験案内配布のおしらせ

健康づくり夏講座 バレエ講師が教えるスタイルアップ教室

　心温まる楽しい獅子舞など、子どもからお年寄

りまで、家族みんなが楽しめる民族芸能です。

　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　６月20日◯土　

・開場　午後１時　　

・開演　午後１時30分

◆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）

平成27年度生涯学習特別講演会
こぶし座の「ふるさとの鼓動北に生きる心結んで」

こぶし座の半世紀

昭和40年　民族芸能の継承・創造・普及を目的に３人で創立。

　　　　　本拠を上ノ国町におく。

昭和53年　「こぶし座後援会」設立される。

昭和60年　創立20周年記念公演演目

　　　　　車人形芝居「新曲・さんしょう太夫」上映開始。

平成13年　北海道21世紀記念事業「北の舞台祭典」へ参加。

　　　　　集い・出会いのステージにおいて奨励賞。

平成17年　創立40周年を記念し『北に、生きる心むすんで』

　　　　　を出版。

平成20年　日本の文化交流代表団（ロシア文化省招聘）として

　　　　　ロシア共和国（モスクワ市）で公演。

問 教育委員会生涯学習係（℡【忠】 ８-2201）

　南幕・忠類地区の史跡めぐりを行います。ぜひご
参加ください。
◆日時　６月27日◯土　 午前８時15分～午後３時15分
※雨天決行（暴風等を除く）
◆募集人員　30人（町内在住の高校生以上の方）
※定員になり次第締め切ります。
◆参加料　無料
◆見学先　幕別町忠類地区（丸山神社の碑・忠類発
祥の地記念碑・ナウマン象発掘の地記念碑・晩成
社史跡公園）他

◆集合場所
・札内福祉センター前　午前８時15分
・町民会館前　　　　　午前８時30分
・忠類総合支所前　　　午前９時15分
◆昼食　忠類「ふれあいセンター福寿」駐車場にて

自由行動とし各自で食事をとっていただきます。
◆申込期限　６月20日◯　土 午後５時まで
問・申　ふるさと館（℡【幕】 56-3117）
※月曜日・火曜日は休館

史跡めぐり（町内【南幕・忠類地区】編）

　姿勢や動作を美しく保つことは、こりや痛みのな
い健康的な生活につながります。バレエ教室の講師
を迎えて、インナーマッスルの強化や身体の歪み矯
正などのちょっとした秘訣を実践しましょう。
◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加費用　無料
◆定員　15名（先着順）　
※希望により託児可能。
◆申込期限　６月26日◯金金
◆日程　

１回目 ７月３日◯金金　 午前10時～11時30分

２回目 ７月10日◯金金　 午前10時～11時30分

３回目 ７月17日◯金金　 午前10時～11時30分

４回目 ７月24日◯金金　 午前10時～11時30分

◆会場　百年記念ホール　音楽室
◆内容　
　柔軟性や筋力維持のためのバレエストレッチや
トレーニングの学習と実践

◆服装・持ち物　
・動きやすい服装（ぴったりとしたパンツや

ショートパンツ、スパッツなどがおすすめです）
・靴下着用
・ヨガマットかバスタオル
・水分補給用の水
・バレエシューズ（専用のものを貸し出しします
ので、申込時に靴のサイズを伺います）

◆講師　中井 一美さん（アトリエNoa{バレエスタジオ}）　
問・申 保健課健康推進係
　　　 （保健福祉センター内・℡【幕】 54-3811）

◆日時　６月21日◯日　 午前９時～※一般の部は午後から
◆場所　札内スポーツセンター
◆種目　
○個人戦シングルス（小中学生は男女別、人数によ
り変更あり）

・小学生低学年(４年生以下)・中学生
・小学生高学年(５･６年生)・一般（クラス分けします）
○ダブルス
◆受付　
　当日会場にて行います。
・小中学生　午前９時　　～９時15分
・一般　　　午後０時30分～０時45分

■問　町卓球協会事務局　山田
　　（℡【幕】 54-5254・夜間のみ）

第23回会長杯卓球大会



お知らせ
　

■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
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タイムスケジュール（内容は変更になる場合があります）
 8：40 百年記念ホール前出発
 8：55 町民会館前着
 9：00 幕別町新庁舎工事現場見学(20分位)
10：00 うらほろ道の駅(10分位)
10：40 大塚食品見学（30分位）
12：00 恋問道の駅（お昼休憩１時間位）
13：30 茶路めん羊牧場見学（15分位）
14：00 酪恵舎見学（あつあつモッツァレラチーズ試食体験）
14：30 白糠ＩＣ―本別ＩＣ（40分位）
15：20 渋谷醸造株式会社見学（30分位）
16：30 町民会館前着
16：45 百年記念ホール前着

道東方面みどころいっぱい！行くなら今でしょ！
大人の社会見学(道東編)

お父さんに手作りうちわをおくろう！
消しゴムはんこdeうちわ作り

◆日時　６月14日◯日　 午前10時～正午
◆場所　百年記念ホール　絵画室
◆講師　小川 奈緒美さん（音更町在住、「N#craft」主宰）
◆対象　小学生　15名（一般も可、応募者多数の場合抽選）
◆受講料　小学生200円、一般500円
◆教材費　600円（消しゴム、うちわ代等）
◆持ち物　特になし、汚れてもいい服装
◆申込期限　６月７日◯日 

お知らせ

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

24Makubetsu
2015.6

７月の健康講座

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、13、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 ９、16、23、30日◯木 ６日◯月 ３、10、17、24、31日◯金金 

はじめてエアロビクス
14:00～ 17日◯金金 29日◯水 

19:30～ ７、21日◯火 27日◯月 

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
14:00～ 31日◯金金 ８日◯水 

19:30～ ２日◯木 13日◯月 

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ３、24日◯金金 １、15、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 

講座名 時間 幕別町民プール

水中エクササイズ
15:30～ １日◯水、10日◯金金、27日◯月 

19:00～ 14日◯火、23日◯木 

十勝エコロジーパーク
イベントのお知らせ

〇イベントは事前に申し込みが必要です。詳細は、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
イベントのお知らせ

十勝エコロジーパークホームページアドレス
http://www.netbeet.ne.jp/~ecopark/index.html

◆日時　６月22日◯月
◆行先　白糠方面（詳細はタイムスケジュールに記載）
◆対象　一般　30名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　600円（保険料含む）
◆オプション　幕の内弁当1,000円、あつあつモッ

ツァレラチーズ200円　※要予約
◆持ち物　帽子、雨具、昼食（注文の方は要りません）等
◆申込期限　６月15日◯月 

◆日時　６月13日◯土　 午前10時～正午　 

※受付は午前９時30分～午前９時50分　
◆場所　幕別町民プール（新町）
◆対象　町内小学生と幼児（年長）
※幼児・低学年のお子さんは、保護者同伴。なお、保
護者はプールの中には入れません。

◆参加料　無料
◆持ち物　水着、水泳帽、水中メガネ、バスタオル
など

◆申込期間　６月１日◯月～６月12日◯金金 

◆その他　
　当日、サタデースイミング少年団の募集案内が
　あります。
問・申　教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

ママと一緒にスキンシップ！楽しいね！
親子で楽しくベビーダンス&ベビーマッサージ講座

◆日時　
・ベビーダンス　７月８日、８月19日、９月２日、10月７日
・ベビーマッサージ　７月15日、８月26日、９月16日、10月21日
　　　　　　　午前10：30 ～正午 水曜日 全８回
◆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）

　庄司 葉子さん（セルフエスティーム協会認定
　ＨＯＣＯＲＵベビマセラピスト）
◆対象　生後４ケ月～１歳半までの幼児と母親10組
(単発受講も可、応募者多数の場合抽選)

◆受講料　親子１組4,000円（単発受講の場合１回500円）
◆教材費　1,200円（ベビーマッサージ用オイル代 
※単発受講の場合１回分300円）

◆持ち物　
・ベビーダンス　抱っこひも、汗ふきタオル、親子
の着替え＆飲み物、赤ちゃん用体温計（なければ
貸出可）、動きやすい服装等

・ベビーマッサージ　大きめのバスタオル、着替え＆飲み物等
◆申込期限　７月１日◯水 

◆日時　７月３日、10日、17日、24日、31日、８月７日、
21日、28日　金金曜日　午前10：00～11：30　全８回

◆場所　百年記念ホール　和室２
◆講師　小野 律子さん（ヘルスアップヨガカンパニー 帯広地区ヨガ講師）
◆対象　一般　12名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　4,000円
◆持ち物　ヨガマットまたはバスタオル、汗拭き

タオル、水分補給用飲み物等
◆申込期限　６月26日◯金金 

教育委員会主催　ジュニア初心者水泳教室

■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）

◆日時　７月19日◯日　  

・開会式　　午前９時
・競技開始　午前９時30分
・閉会式　　正午
◆場所　
　つつじコース、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。
◆主催　幕別町教育委員会
◆参加対象
・中学生部門　　20人
・高校生部門　　20人
・家族部門　　　20組 40人
　小学生のお子さんと父母や祖父母等の家族２人
１組のチーム。同居・別居は問いません。

・一般部門　　　20組 40人
　大人２人１組のチーム
◆参加料　
・中、高校生部門　無料
・家族部門　　　　１組500円
・一般部門　　　　１人500円
※参加料は当日会場にてお支払いください。
◆申込み方法
　教育委員会社会体育係へ電話で申し込みください。
◆申込期限　７月３日◯金金まで
◆表彰
　部門ごとの表彰の他、各賞を用意しています。

◆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、一般部門（つつじコース）
　18ホール、ペア方式（１つのボールを交互に打
つ。ただし、家族部門の各ホール１打目は大人が
打つ）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）
◆その他
・用具の無い方は、申込時に申し出ください。
・小雨決行。（雨天の場合は、現地判断とします）
※雨具等は各自ご持参ください。
問・申 教育委員会社会体育係（℡【幕】 54-2006）

パークゴルフ発祥の町　第３回パークゴルフ家族大会の開催

心も体も磨いてリフレッシュ！
ヨガ講座　入門コース


