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健康講座 

 

 

 

 

【活動】 

毎月次のような講座があります。（講座内容は、月毎に変更がありますので、開催日時等

は広報の「お知らせ」のページでご確認ください） 

 

例） 

 

 【対象】 

町内に住む２0 歳以上の方 

【会場】 

 幕別町農業者トレーニングセンター（幕別町錦町 98 番地） 電話 0155-54-2106

札内スポーツセンターセンター（幕別町札内暁町 287 番地）電話 0155-56-4083

忠類体育館        （幕別町忠類栄町 297 番地４）電話 01558-8-2759 

【申込み】 

 申込みの必要はありません。 

【問合せ先】 

 幕別町教育委員会 社会体育係 

〒089-0604 幕別町錦町 98 番地 

電話 0155-54-2006 / FAX 0155-54-4714 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

 

 

 

 

講座名 内容 

転倒しない体づくり バランス機能強化をし、転倒しない体づくりを目指します。 

Enjoy！イキイキサーキット サーキットトレーニングで心肺持久力の向上を目指します。 

はじめてのエアロビクス 音楽に合わせ、体を動かし有酸素運動を行い、身体機能の向

上を目指します。 

コグニサイズ 運動しながら頭の体操を行い、体も脳も元気な状態を保つた

めのものです。 

 

担当：教育委員会（社会体育係） 
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６か月ウォーキングプログラム 

  

 

 

 

 

【活動】 

 

 健康推進係では、健康的な体作りとメタボリックシンドロームの予防を目的とし

て、様々な講座を開催しています。 

 その中でも特に、老若男女問わず参加しやすいものがウォーキングです。 

 他の講座にももちろん参加していただいて構いませんが、初めての方は、まずこ

のウォーキングに参加してみるのがおすすめです。 

 

【日程】 
  6 月～11月の下記日程。いずれも水曜日です。 

 

①6 月 7 日 ② 6 月 14 日 ③ 6 月 28 日 

④7 月 12 日 ⑤ 7 月 26 日 ⑥ 8 月 23 日 

⑦9 月 13 日 ⑧10 月 11 日 ⑨10 月 25 日 

⑩11 月 8 日 ⑪11 月 22 日  

 
 

【利用できる方】 

 
 20 歳以上の町民 

  

【料金】 

  無料 
  

【申込み・問合せ先】 

 
保健課 健康推進係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3811 / FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分）  

 

担当：保健課（健康推進係） 
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パークゴルフ場（町営）のご案内 

 

 
【使用期間】 4月 29 日（土）～11 月上旬予定 

 
【使用時間】 日の出から日の入り 
 
【使用料】   無料 
 

〔申し込み・問い合わせ先〕 

地区 コース名 ホール数 公園名 
芝刈日 
（毎週） 

夜間 
照明 

団体受付問い合わせ先 
※団体予約（20名以上） 

幕別 

つつじ 18 運動公園 木   
４月 27日（木）までは幕別トレーニン

グセンター（TEL 0155-54-2106）

で受付 

 （夜間照明の問い合わせもこちら） 

４月 28日（金）以降はクマゲラハウ

ス（TEL 0155-54-2289）で受付 

サーモン 18 猿別川河川敷地 木 〇 

新田の森 18 新田の森公園 月   

さくら 18 明野ヶ丘公園 水   

札内 

ちろっとの森 36 スマイルパーク 水 〇 

札内スポーツセンター（TEL 0155-

56-4083）で受付 
エルム 18 白人公園 月   

はらっぱ 36 札内川河川敷地 閉鎖中   

俳句村 18 依田公園 火   焼肉ガーデン（TEL 0155-56-

2125）で受付 

※４月 17日（月）から受付開始。 

※火曜日を除く（受付期間 午前９時

～午後３時まで） 
牧水の森 18 依田公園 火   

糠内 やまびこ 36 糠内農村公園 木 〇 
糠内出張所（TEL 0155-57-2140）
で受付 
※土・日曜日、祝日を除く 

忠類 

ファミリー 18 ナウマン公園 水   忠類総合支所経済建設課（TEL 

01558-８-2111）でチャンピオンコ

ースの夜間照明受付のみ 

※土・日・祝を除く。 

※団体予約は必要なし。 

チャンピオン 18 ナウマン公園 木 〇 

 
※「つつじ」コースについては、閉鎖日も７～９月の間に限り１４：００までプレー
できます。 

※「ちろっとの森」、「サーモン」、「チャンピオン」、「やまびこ」の４コースの夜間照
明は、予約を受けた 10 人以上の団体利用時のみ午後８時 30 分まで点灯いたしま
す。なお、点灯期間はオープンから 11 月初旬頃の営業終了までとなります。（上記
コース閉鎖日を除く。  

管理：土木課 （管理係） 

   忠類総合支所経済建設課 

(建設管理係) 
団体予約：下記表のとおり  
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木 

やまびこコースのお問い合せ 

 

コース 

コース 

やまびこコース 

土・日・祝日を除
く 

※ 閉鎖中 
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老福リフレッシュ体操 
 

 

【内容】 

 元気な高齢者の介護予防のための運動教室です。 

ストレッチ運動、頭の体操などを行います。 

【対象】 

 65 歳以上の町民 

【場所・日時】 

場所：老人福祉センター 大広間 

（幕別町字依田 381番地の１ 電話：0155-56-5445） 

時間：10 時 45分～１１時 30 分（10時 30分受付） 

４月 3日○月、 4日○火、 6日○木、  7日○金、17日○月、18日○火、20日○木、21日○金  

５月 8日○月、 9日○火、 11日○木、12日○金、22日○月、23日○火、25日○木、26日○金  

６月 5日○月、 6日○火、 8日○木、  9日○金、19日○月、20日○火、22日○木、23日○金  

７月 3日○月、 4日○火、 6日○木、 7日○金、18日○火、19日○水、20日○木、21日○金  

８月 7日○月、 8日○火、  9日○水、 10日○木、21日○月、22日○火、24日○木、25日○金  

９月 4日○月、 5日○火、 7日○木、 8日○金、19日○火、20日○水、21日○木、22日○金  

10月 10日○火、11日○水、12日○木、 13日○金、23日○月、24日○火、26日○木、27日○金  

11月 6日○月、 7日○火、  9日○木、 10日○金、20日○月、21日○火、22日○木、24日○金  

12月 4日○月、 5日○火、 7日○木、  8日○金、18日○月、19日○火、21日○木、22日○金  

１月 9日○火、10日○水、11日○木、 12日○金、22日○月、23日○火、25日○木、26日○金  

２月 5日○月、 6日○火、 8日○木、 9日○金、19日○月、20日○火、21日○水、22日○木  

３月 5日○月、 6日○火、 8日○木、  9日○金、19日○月、20日○火、22日○木、23日○金  

 ※体操は、老人福祉センターバスの運行に併せて実施します。バスを利用していない方も参加可能です。 

【申込み】 

・申込みの必要はありません。無料です。途中参加も大歓迎です。 

【持ち物】 

 ・水分補給用の飲み物 

【交通機関について】 

・幕別町コミュニティバス（さつバス）の停留所があります。（40 老人福祉センター前） 

・月に２回、４路線で無料送迎バスを運行しています。（Ｈ2９年度時刻表参照・・・P8） 

【問合せ先】 

保健課 高齢者支援係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3812/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

  

 

担当：保健課（高齢者支援係） 
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平成 29年度 老人福祉センター送迎バス運行時刻表 

  
 

老人福祉センター帰りの出発時間 （4月～9月午後 2時 30分発・ 10月～3月午後２時発） 

善教寺前 大豊近隣センター前 八重洲ドライブイン前 旧焼肉あんじゅ前

9:05 9:13 9:18 9:21 4/3 4/17 5/8 5/22

南９線東３０号 旧国道東２７号 南９線東25号 理容おおさわ前 6/5 6/19 7/3 7/19

9:24 9:26 9:27 9:29 8/7 8/21 9/4 9/20

幕別中学校（東側） 十勝電設前 町民会館前 千成前 10/11 10/23 11/6 11/20

9:30 9:33 9:37 9:40 12/4 12/18 1/10 1/22
幕別北コミュニティセ

ンター前
相川22号 相川20号 相川17号 2/5 2/19 3/5 3/19

9:42 9:47 9:49 9:52
千住15号 老人福祉センター着

9:54 10:10
南勢（福島宅前） 糠内消防署前 中里（岩井宅入口） 駒畠（新田宅前）

9:00 9:05 9:10 9:20 4/4 4/18 5/9 5/23

17線（道道幕大線） 駒畠（香西宅前） 駒畠（斉藤左近宅前） 道道更別西３号 6/6 6/20 7/4 7/18

9:25 9:36 9:38 9:44 8/8 8/22 9/5 9/19

西３号３線 ０号（能手宅前） １２線（六郎田宅前） 明倫育苗センター 10/10 10/24 11/7 11/21

9:47 9:56 10:00 10:02 12/5 12/19 1/9 1/23

明倫第２会館 東１３線１０号 共栄ピクルス 老人福祉センター着 2/6 2/20 3/6 3/20

10:04 10:06 10:19 10:25
古舞第一会館 古舞（加藤宏宅前） 古舞近隣センター 道道（松田宅前）

9:30 9:35 9:38 9:43 4/6 4/20 5/11 5/25

途別近隣センター 途別六間橋 東４号（山口勝宅前） 東４号（山口正一宅前） 6/8 6/22 7/6 7/20

9:49 9:54 9:58 10:00 8/10 8/24 9/7 9/21

南５線（千賀宅前） 南５線（土田宅前） 桂町（原田宅前） 文京バス停前 10/12 10/26 11/9 11/22

10:01 10:02 10:03 10:05 12/7 12/21 1/11 1/25

若草公園（北西） 泉町（水野宅前） 老人福祉センター着 2/8 2/22 3/8 3/22

10:08 10:10 10:15
西猿別南会館 南勢（千葉宅入口） 新和（金武宅前） 新和八幡神社前

8:50 8:55 9:00 9:02 4/7 4/21 5/12 5/26

新和（大出宅前） 新和（福島宅前） 茂発谷（郷宅前） 豊岡（山口宅前） 6/9 6/23 7/7 7/21

9:08 9:12 9:25 9:36 8/9 8/25 9/8 9/22

稲志別近隣センター 札内コミュニティプラザ （株）小田壱前 春日バス停 10/13 10/27 11/10 11/24

9:45 9:50 9:52 9:54 12/8 12/22 1/12 1/26

東春日バス停 白人小学校バス停
１０号札内スポー

ツセンター入口

ユニバーサルタウン

北さつない前 2/9 2/21 3/9 3/23

9:55 9:56 9:58 10:00
おち小児科前 桜町近隣センター

３線６号

（尾藤宅前）

４線６号

（旧さかえ保育所前）

10:02 10:05 10:07 10:10
４線７号

（貝森宅前）
老人福祉センター着

10:12 10:15

（原則第２、第４火曜日）

（原則第２、第４木曜日）

（原則第２、第４金曜日）

古
舞
線

新
和
・
札
内
線

駒
畠
・
美
川
線

幕
別
線

（原則第２、第４月曜日）
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しらかば大学 

 

 

 

 

【活動】 

◆大学運営・学習 

大学ですので 4 年制です。卒業後さらに学びたい方は、大学院へ進みます。 

学習は、教養科目と専門科目に分けて行われ、月２回程度の計画が組まれています。 

 

◆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。 

自治会は、学生が自主的に活動する組織ですが、全員自治会に入っていただいています。

≪会費年間 3,200 円～5,550 円（各自治会により異なります）、保険料含む。≫  

  

 【対象】 

町内に住む 60 歳以上の方ならだれでも入学できます。 

【申込み・問合せ先】 

毎年4月に入学となります。 

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。（次年度の入学受付は2月～３月中旬になります。詳しくはお問い合わせください） 

 

 

 幕別町教育委員会 生涯学習課 

〒089-0604 幕別町錦町 98 番地 

【クマゲラ校・南幕別校】 

電話 0155-54-2006 / FAX 0155-54-4714 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

   【ナウマン校】 

    電話 0155８-８-2２０１ / FAX 01558-8-2202 

     （土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分） 

 

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 

クマゲラ校 毛筆、硬筆、軽スポーツ、園芸、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 

 

担当：教育委員会（社会教育係） 
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介護予防ポイント制度 
 

 

 

 

【活動】 
  施設に入所・通所している高齢者に対して、簡単なボランティア活動をするものです。1

時間の活動ごとに 1 ポイントを付与し、年間 50 ポイントを限度に、1ポイント 100円と

して交付金を交付します。 

 

活動目的は、①「ボランティア」という社会参加をすることで、自分自身の介護予防をし

てもらうこと、②普段収めている介護保険料を、少しでも町民に還元できるようにすること

です。 

説明会に参加していただき、ボランティア登録をしていただくことで活動ができます。現

在、60 名ほどの方が登録・活動しています。 

 

ボランティアの内容としては、特に細かい制限はありませんが、利用者さんと直接かかわ

ることが前提となっています。参考として、活動例を記載します。 

  ・話し相手 

  ・一緒にカラオケを歌う 

  ・麻雀やトランプ、将棋の相手 

  ・絵手紙を教える 

  ・踊りを教える 

  このように、皆さんの趣味や特技を生かして、施設の利用者さんと楽しく関わっていただ

きたいと思います。 
 

【利用できる方】 

 
 ・65 歳以上の町民 

 ・幕別町に介護保険料を納めている方 

 ・年に 2回開催する説明会・研修会に参加していただいた方 

 
 

【会場】 
町内の高齢者施設 25 か所 

 

 

【申込み・問合せ先】 
保健課 高齢者支援係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3812/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分）  

 

担当：保健課（高齢者支援係） 
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老人福祉センター 

 

【目的】 

 お年寄りの憩いの場として、また高齢者学級などの活動の場としてＳ５６年に建設されま

した。 

【対象】 

 65 歳以上の町民 

【場所・開館日時】 

住所：幕別町字依田 381 番地の１ 

電話：0155-56-5445 

開館時間：午前 10時から午後 6 時 

休館日：日・祝日・年末年始（12 月 30日～１月６日） 

【活動】 

 ・温泉に無料で入れます ・休憩所があります 

・電子治療機器を無料で利用できます 

・「老福リフレッシュ体操」を行っています。P7 参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

【交通機関について】 

・幕別町コミュニティバス（さつバス）の停留所があります。（40 老人福祉センター前） 

・月に２回、４路線で無料送迎バスを運行しています。（Ｈ29 年度時刻表参照・・・P8） 

【申込み・問合せ先】 

福祉課 社会福祉係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-6612 / FAX 0155-55-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

 

担当：福祉課（社会福祉係） 
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老人クラブ 
 

 

 

【活動】 

  老人クラブ活動とは、高齢者の自主的な組織活動で、会員相互の親睦を深めるととも

に、社会奉仕等の社会参加により、生きがいを高めようとする活動が行われています。 

 「外」に目を向けて、幅広い学習意欲や好奇心を醸成させるためにも、老人クラブ活動

は大きな効果を期待することができます。 

 また毎年、歌や劇を披露する「シルバーふれ愛まつり」に各老人クラブが参加していま

す。素敵な作品が披露できるように練習することも、より良い日常に繋がります。 

【場所】                                      

ＮＯ 単位クラブ名 主な活動拠点 要件・活動日など 

１ 幸町福寿会 本町近隣センター 月１回・親睦・研修・奉仕活動 

２ 旭町老友会 幕別北ふれあい交流館 第 3 土曜日 

３ 宝町宝寿くらぶ 鉄南ふれあい交流館 月１回 

４ 南町老人クラブ 鉄南ふれあい交流館 月１回 

５ 緑町老人クラブ睦会 緑町近隣センター 月１回 

６ 緑和会 緑町近隣センター 月１回 

７ 相川新暦会 相川農業担手センター 月１回 

８ 相川はるにれの会 相川北近隣センター 月１回 

９ 相川北一心会 相川北近隣センター 月１回 

10 相川西楽寿会 相川西近隣センター 隔月 

11 明野新川長寿会 明野近隣センター 月１回 

12 軍岡啓寿会 軍岡集落センター 月１回 

13 西猿別老人会 猿別近隣センター 月１回 

14 猿別寿会 猿別近隣センター 月１回 

15 新和老寿会 新和近隣センター 月１回 

16 札内寿会老人クラブ 札内福祉センター 月１回 

17 暁町長寿悠遊クラブ 暁町近隣センター ５・８・11・2 月 

18 青葉もみじクラブ 青葉町近隣センター 月１回 

19 青寿会 青葉町近隣センター 月１回 

20 あじさいの会 泉町近隣センター ５・７・９・10・11 月 

21 いずみ会 泉町近隣センター 月１回 

22 若草長寿会 若草町近隣センター 月１回 

23 札内鉄南長寿会 あかしや近隣センター 月１回 

24 あかしや南１福寿会 あかしや南近隣センター 月１回 

25 桂寿会 桂町近隣センター 月１回 

26 文京町長寿会 文京・みずほ近隣センター 4・6・8・10・1・3 月 

27 新北町東コスモスクラブ 新北町近隣センター 月１回 

28 新北町西長寿会 新北町近隣センター 月１回 

29 北町そよかぜクラブ 新北町近隣センター ５・７・９・11・3 月 

30 桜寿会 桜町近隣センター 月１回 

31 札内西町福寿会 北栄町近隣センター 月１回 

32 千寿会 千住西ふれあい交流館 月１回 

33 稲士別明寿会 稲志別近隣センター ２カ月に１回 

34 日新寿会 日新近隣センター ２カ月に１回 

35 途別長寿会 途別ふれあい交流館 月１回 

 

担当：保健課（高齢者支援係） 
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36 古舞長寿会 古舞近隣センター 月１回 

ＮＯ 単位クラブ名 主な活動拠点 要件・活動日など 

37 南勢長寿会 南勢近隣センター 月１回 

38 糠内老友会 糠内コミュニティセンター 月１回 

39 美川老人クラブ 美川近隣センター 月１回 

40 明倫老友会 明倫近隣センター 月１回 

41 駒畠爽寿会 駒畠公民館 月１回 

42 忠類シニアクラブ ふれあいセンター福寿 月１回 

 

 

【問合せ先】 

保健課 高齢者支援係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3812/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 
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いきいきエンジョイ教室 

 

 

 

 

【活動】 

 生きがい活動を支援し、利用者方の交流の場を提供します。近隣の会場に集まっていただ

き、参加者の希望に応じて健康体操やレクリエーション等を行い、地域との連携の中で高齢

者の社会参加を応援いたします。（おおむね、２週間に１回程度の開催） 

 定期的に集まって楽しく交流する、と言う感じです。あまり体を動かすのが得意ではない

方で、外出する機会が少ない方にお勧めです。 

【利用できる方】 

 ・６５歳以上の方 

・要介護認定で非該当と判定された方 

・身体の虚弱等の理由により、自宅に閉じこもりがちな方 

【会場・時間】 

  午前 10時～11 時 30 分 

 ・鉄南ふれあい交流館（第２・４木曜日） 

・幕別北ふれあい交流館（隔週水曜日） 

・新北町近隣センター（第２・４月曜日） 

・桂町近隣センター（第１・３火曜日） 

・あかしや南近隣センター（第２・４金曜日） 

・暁町近隣センター（第２・４火曜日） 

・南幕別老人交流館（第２水曜日） 

・途別近隣センター（冬期間のみ） 

【料金】 

原則無料ですが、活動内容によって材料費（実費）をいただくことがあります。 

【申込み・問合せ先】 

保健課 高齢者支援係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3812/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

  

 

担当：保健課（高齢者支援係） 

   幕別町社会福祉協議会 
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陶芸教室  

 

【活動】 

 「いきいきエンジョイ教室」と同じように、生きがい活動を支援と利用者の交流を目的と

した活動です。講師を招いて陶芸活動をし、参加者同士の交流を楽しみます。お昼には、皆

さんで食事をしながら交流しています。 

 作品は保健福祉センターで展示するなどしています。 

 

 

【利用できる方】 

 ・６５歳以上の方 

・要介護認定で非該当と判定された方 

・身体の虚弱等の理由により、自宅に閉じこもりがちな方 

 

【会場・時間】 

  午前 10時～午後 1 時 

 隔週で週 2 回（第 1、第 3 の月曜日と水曜日） 

 

【料金】 

月 1,000 円 

【申込み・問合せ先】 

保健課 高齢者支援係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3812/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分）

 

担当：保健課（高齢者支援係） 

   幕別町社会福祉協議会 
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地域ふれあいサロン事業 

 
 

 

【内容】 

 サロンは、地域の方々が気軽に集うことができる場所として、近隣センターや自宅な

どを使い、おしゃべりやゲームなどを楽しんだり、定期的に開催されるものです。 

 

【H28年現在 活動中のサロン】 

名称 活動場所 活動日時 参加費 備考 

あさひまちサロン 
幕別北コミセ

ン 

第２、第４火曜日     

午後 1 時 30 分～午後 3 時 

無 

（募金箱） 
歌、おしゃべり中心 

忠類ふれあい 

サロン 

ふれあいセン

ター福寿 

第４月曜日 

午前 10 時～12 時 
100 円 歌、おしゃべり中心 

春日おひさま 

サロン 

春日町近隣セ

ンター 

第２木曜日 

午後 1 時 30 分～午後 3 時 
 無 ゲーム、おしゃべり中心 

でんでん虫の会 
あかしや南１

近隣センター 

第３木曜日 

午前 11 時～午後 1 時 30 分 
200 円 お食事サロン 

暁東ちょこっと 

サロン 

暁町近隣セン

ター 

第４木曜日 

午後 1 時 30 分～午後 3 時 
100 円 

ゲーム、おしゃべり中心 

参加資格は要確認 

札内新北町西町内

お達者でサロン 

新北町近隣セ

ンター 

第１火曜日 

午前 10 時～12 時 
100 円 

ゲーム、おしゃべり中心・

新北町西公区の人中心 

日新サロン 
日新近隣セン

ター 

毎月３、１３、２３日 

午後 1 時～午後 3 時 
50 円 カラオケ中心 

あかしやサロン 
あかしや近隣

センター 

毎月 25 日 

午後 1 時～午後 3 時 
100 円 歌、おしゃべり中心 

若草ふれあい 

サロン 

若草近隣セン

ター 

毎月 1 日 

午後 1 時～午後 3 時 
100 円 ゲーム、おしゃべり中心 

ほほえみサロン 
新北町近隣セ

ンター 

第１、第３水曜日     

午前 10 時～12 時 
無 

健康体操とおしゃべり・新

北町東公区の人中心 

あかしや南１さく

らふれあいサロン 

あかしや南１

近隣センター 

第１月曜日 

午前 10 時～12 時 
100 円 

ふまねっととおしゃべり・

あかしや南１公区の人中心 

 ※現在開催しているサロンに参加してみたい方は、下記にお問い合わせください。 

【サロン立ち上げ支援について】 

地域でサロンを立ち上げる方の支援を致します。 

 ※支援内容 
 サロン開設支援費：サロン立ち上げに関する経費を、初年度に限り助成します。 

サロン活動運営費：月１回以上開催のサロンに1回1,000円と実績に応じた助成をします。 

サロン活動保険 ：サロンに来られる方の保険を社協が保険料を負担し加入します。 

相談受付    ：サロン立ち上げに関することや運営に関する相談を行います。 

【申込み・問合せ先】 

幕別町社会福祉協議会 

〒089-0611 幕別町新町 122 番地の 1 

保健福祉センター  

電話 0155-55-3800/ FAX 0155-55-2115 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分）  

 

担当：保健課（高齢者支援係） 

   幕別町社会福祉協議会 
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ボランティアセンター 

 
 

 

 

 

【内容】 

 ボランティアセンター （略称：ボラセン) では、ボランティアをしたい人と、して

ほしい人をつなげるはたらきをしています。 また、ボランティアをしたい人を対象

に、幅広い理解を進めるための研修会や講習会を開催しています。ほかにも、活動中

の事故等を補償するためのボランティア保険の手続きも行っています。 

「何かボランティア活動をしたい」と思ったら、ボランティアセンターにご相談くだ

さい。 

  

現在行っている活動 

■ 老人福祉施設のお手伝い 

町内のデイサービスなどでの行事のお手伝い（見守り・補助）や、将棋や囲碁、

カラオケなどの余暇活動のお手伝い 

■ 社協行事のお手伝い 

社協で行っているふれあい広場や行事のお手伝い 

■ プルタブの分別 

偶数月の第 4 金曜日（午前 10 時半から 1 時間程度）、保健福祉センターで行 

っている分別作業 

 

【申込み・問合せ先】 

幕別町社会福祉協議会 

〒089-0611 幕別町新町 122 番地の 1 

保健福祉センター  

電話 0155-55-3800/ FAX 0155-55-2115 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

 

 

担当：幕別町社会福祉協議会 
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男の料理教室 
 

 

 

 

【内容】 
 調理実習で料理を作り、栄養バランスの摂り方、料理の仕方を学びます。 

【利用できる方】 
 町内に住む２０歳以上の男性 

 

【札内・幕別地区】 

日にち：平成 30 年 
①1 月 31 日㈬、②2月 14 日㈬、③2 月 28日㈬ 

 
場 所：①幕別町保健福祉センター、②百年記念ホール、③幕別町保健福祉センター  
 
時 間：午前 10 時～午後１時 

 

【忠類地区】 

日にち：①7 月 3 日㈪、②10 月 6 日㈮、③2月 6 日㈫ 
 
場 所：忠類ふれあいセンター福寿 
 
時 間：午前 10 時～午後１時 

   

【料金】 
１回３００円 

【持ち物】 

  エプロン、三角巾、手拭き用タオル 

【申込み・問合せ先】 

（幕別・札内地区） 

保健課 健康推進係 

〒089-0692 幕別町本町 130 番地の 1 

電話 0155-54-3811/ FAX 0155-54-3839 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 
 

（忠類地区） 

保健福祉課 保健係 

〒089-1701 幕別町忠類白銀町３８４番地の 10 

忠類ふれあいセンター福寿 

電話 01558-8-2910/ FAX 01558-8-3９10 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

 

担当：保健課（健康推進係） 
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高齢者就労センター 

 
 

 

 

 

【内容】 

 幕別社協が運営する幕別町高齢者就労センターは、おおむね ６０歳以上の働く意欲

のある方を対象に、当センターに会員登録していただき、高齢者の経験や能力を活か

せる臨時的、短期的または軽易な仕事を、当センターが民間企業や公共機関及び一般

家庭などから受注して会員に提供することにより、会員の生きがいの充実と健康の増

進を図るとともに、地域社会に貢献することを目的としています。  

【主な作業内容と料金】 

庭木の剪定 １,２００円／１時間 

草取り 80０円／１時間 

草刈り（手刈り） ７9０円／１時間（機械の場合は 1300円／1 時間） 

畑おこし（家庭菜園等） １,２００円／１時間（機械の場合は 2,300 円／1時間） 

除雪 １,6００円／１時間 

農作業 790 円～1,200円（作業内容により料金が変わります） 

【就労登録の仕方】 

幕別町在住の６０歳以上の方で、働く意欲のある健康な方であれば、どなたでも会

員になることができます。毎年２月に翌年度の会員の一斉募集をしていますが、それ

以降も会員の募集は随時行っておりますので、興味のある方はお気軽に下記あてまで

お問い合わせください。 

 

 

【申込み・問合せ先】 

幕別町社会福祉協議会 

〒089-0611 幕別町新町 122 番地の 1 

保健福祉センター  

電話 0155-55-3800/ FAX 0155-55-2115 

（土日・祝日を除く平日の午前 8時 45 分から午後 5 時 30分） 

 

 

 

 

担当：幕別町社会福祉協議会 

 



 

 

 

対象の事業に参加してポイントシールを貯めよう！ 

ポイント数 健康づくり事業 

２ポイント 

      健康診断 
特定健診・後期高齢者健診・職場健診 

人間ドック・脳ドック等 

がん検診 
※2種類以上受診した場合は、上限 4ポイント 

１ポイント 
町が主催する健康講座や介護予防事業の参加 

自分の健康目標を３か月間継続・達成すること 

 

※受診対象事業一覧は、チラシの裏面にあります。 →→→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まくべつ健康ポイントラリーとは？ 

 町が実施する健（検）診や健康講座などの健康づくり事業をポイント化し、健康への意識を高め、 

健康的な生活習慣を身に付けるきっかけづくりを目的として行うものです。 

 北海道で行っている「北海道健康マイレージ事業」と協賛して実施しています。 
 

   対象：２０歳以上の幕別町民 

 

①４月１日～ 
ポイントカードを 

もらおう！     

※お１人様１枚です。 

 

②４月１日～ 

翌年３月 15日 

ポイントシールを 

貯めよう! 

 

 

 

 

 

③３月 15日まで 

６ポイント達成したら 

特典と交換しよう！ 

                  

 

④平成 30年４月   達成者の中で、さらに幕別町・北海道それぞれで抽選をします！ 

   幕別町抽選  

                  

⑤平成 30年５月       

北海道抽選         

※町・道でそれぞれ抽選をし、町の商品券については、５月の広報で当選

番号を発表いたします。北海道特典については、個別通知いたします。 

 

 

必須 

まずは、受付窓口に参加申込書を提出し、 

ポイントカードをもらおう！ 

 

役場保健課・札内コミュニティプラザ・忠類ふれあいセンター福寿 

 

 

【お問合せ】幕別町役場保健課健康推進係 ☎0155-54-3811 

 

役場保健課・札内コミュニティプラザ 

忠類ふれあいセンター福寿 

 

合計 達成したら 

町指定のごみ袋（10ℓ10枚）とパオくんクリアファイルを 

達成者全員に差し上げます！ 

受付窓口 

受付窓口 

健(検)診結果を 

ご持参ください 

Ａ賞「幕別町商工会商品券 5,000円分」 

Ｂ賞「幕別町商工会商品券 2,000円分」 

 
「協賛企業の特典」 

 



 

 

対象事業一覧  
 

事業名 会場 実施時期 広報掲載予定月 実施担当 

バレエ講師が教える 
スタイルアップ教室 

札内 
6月 21日㈬、6月 28日㈬ 

６月号 保健課健康推進係 

☎0155-54-3811 
7月 1日㈯、7月 8日㈯ 

骨盤調整ストレッチ＆ 
リズムエクササイズ 

札内 

①2月 1日㈭ 

②2月 8日㈭ 

③2月 17日㈯ 

1月号 

変化がわかる！ 
６カ月身体改善ウオーキング 

札内 6月から 11月の隔週（予定）  ５月号 

健康づくり講演会 札内 12月 11月号 

健診結果説明会 
幕別 

札内 

①6月 29日㈭、30日㈮ 

②9月 25日㈪、9月 26日㈫ 

③12月 25日㈪、12月 26日㈫ 

掲載なし 

男の料理教室 
幕別 

札内 

①1月 31日㈬ 

②2月 14日㈬ 

③2月 28日㈬ 

1月号 

老福リフレッシュ体操 札内 老福バスの日程に合わせて 毎月 保健課高齢者支援係 

☎0155-54-3812 
脳力テスト 

札内 8月 8日㈫ 
7月号 

幕別 8月 10日㈭ 

シニア世代の体力検定 
幕別 7月 27日㈭ 

7月号 
札内 7月 28日㈮ 

からだ読み解き講座 

忠類 

 

①10月 16日㈪ 

②1月 31日㈬ 
掲載なし 保健福祉課保健係 

☎01558-8-2910 

男の料理教室 

①7月 3日㈪ 

②10月 6日㈮ 

③2月 6日㈫ 

6月号 

効果が上がる！ 
ウオーキング講座 

①6月 19日㈪ 

②10月 4日㈬ 
5月号 

ゆるゆる体操 2月 6日㈫ 1月号 

はじめてのズンバ＆ 
背骨コンディショニング講座 

1月 20日㈯ 12月号 

脳力テスト 11月 13日㈪ 7月号 

シニア世代の体力検定 7月 26日㈬ 7月号 

転倒しない体づくり 

幕別 

札内 

通年行っていますが、月によって

変動がありますので、広報やトレ

ーニング室のカレンダーや直接指

導員に問い合わせ下さい。 

毎月 

掲載 

幕別農業者 

トレーニングセンター 

☎0155-54-2106 

 

札内スポーツセンター 

☎0155-56-4083 

みんなでスッキリサーキット 

ENJOY!イキイキサーキット 

はじめてエアロビクス 

ZUNBA（ズンバ） 

はじめての癒しヨガ＆ 
ストレッチ 

コグニサイズ 

ゆったりストレッチ＆快適運動 忠類 

ウオークラリー 札内 9月 未定 教育委員会 

☎0155-54-2006 しらかば大学 幕別 在学者 掲載なし 

簡単ストレスチェック 

※本を借りた方のみ 
幕別 随時 随時 

図書館本館 

☎0155-54-4488 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度  

シニア世代の方が参加できる幕別町内の活動一覧 

 

 

 

 

 

平成 29年 4月 

 

作 成 ／ 幕別町保健課高齢者支援係 

      (幕別町地域包括支援センター) 

住 所 ／ 〒089-0692 

      北海道中川郡幕別町本町 130番地の 1 

TEL  ／ 0155-54-3812 

FAX  ／ 0155-54-3839 


