今月号から、町民の皆さんや広報モニターの皆さんの意見を参考に、暮らしの情報を縦書きから横書きに変更しました。

お知らせ
１月の行政相談

南勢牧場の生牧草の売り
払いについて

農業委員会委員選挙人名
簿への登載申請

【幕別地域】
木
◆日程 １月19日◯
◆時間 午後１時～３時
◆場所 札内福祉センター
◆担当 桑谷昌芳さん、
高橋礼子さん
【忠類地域】
木
◆日程 １月19日◯
◆時間 午前10時～正午
◆場所 ふれあいセンター福寿
◆担当 赤石裕元さん、
桐山武博さん
◆問い合わせ先 福祉課社会福
祉係（保健福祉センター内・
℡【幕】54‐3811）

肥培管理された生牧草を売り
払いますので、希望される方は
申し出ください。詳しくはお問
い合わせください。
◆対象者 町内家畜飼養農家
◆牧草内容 生牧草（チモシー
80％、オーチャード20％）
◆売渡単位
①Ａ団地（約4.44ヘクタール）
②Ｂ団地（約3.84ヘクタール）
③Ｃ団地（約3.30ヘクタール）
◆売買価格
１ヘクタール５万円
◆売渡期間 契約日～平成24年
水 （単年契約）
10月31日◯
水
◆申込期限 １月18日◯
◆説明会・抽選会
水 午前10時
１月25日◯
役場２階会議室
◆問い合わせ・申込先
農林課牧場係
（℡【幕】54-6605）

インターネット公売実施
のお知らせ

幕別町競争入札参加資格
審査申請について

町では、町税等の滞納処分に
より差し押さえた財産のイン
ターネット公売を実施します。
公売で得た代金は滞納となって
いる町税等に充てられます。参
加申し込み方法等については、
町ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。
◆参加申込期間
金 午後１時～20日◯
金
１月６日◯
午後11時まで。
◆入札期間
金 午後１時～29日◯
日
１月27日◯
午後11時まで。
◆公売対象物 反物など多数
◆問い合わせ先
税務課納税係
（℡【幕】54-6603）

平成24年度建設工事、設計
等、物品の供給等と業務委託に
係る競争入札参加資格の登録を
受ける場合は、次により申請の
手続きを行ってください。
◆提出書類
〇平成23年度に申請済みの方
納税証明書（１通・コピー可）
〇平成24年度に新規申請の方
【建設工事、設計等】
道内市町村の統一様式、その
他必要書類
【物品の供給、業務委託】
幕別町独自の様式、その他必
要書類
◆資格有効期間
平成24年度の１年間
◆受付期間
水 ～29日◯
水
平成24年２月１日◯
◆問い合わせ先
総務課管財係
（℡【幕】54-6608）

農業委員会委員の選挙人名簿
への登載申請書の提出期限は、
火 です。選挙権を有す
１月10日◯
る方等の詳細は12月号をご覧く
ださい。
◆申請書の提出先
①幕別地域
農事組合長を通じ、農業委
員会事務局または札内支所、
糠内・駒畠出張所へ提出して
ください。（農事組合に未加
入の方は、直接、農業委員会
事務局または札内支所、糠内・
駒畠出張所へ提出してくださ
い。申請書のない方は、選挙
管理委員会にご連絡くださ
い。）
※土・日・祝日は役場当直室へ
提出してください。
②忠類地域
地区担当の農業委員または
農業委員会忠類支局へ提出し
てください。
火
◆提出期限 １月10日◯
◆問い合わせ先 選挙管理委員
会（総務課内・℡【幕】546608）

木
◆日時 １月19日◯
◆時間 午後１時～３時
◆場所 札内福祉センター
◆行政相談員 松本茂敏さん
(新町・℡【幕】54‐5267)

１月の人権相談
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都市計画マスタープラン
と緑の基本計画の改訂に
係る意見募集について
幕別町の「都市計画マスター
プラン《改訂》」と「緑の基本
計画《改訂》」の原案に係る意
見を募集します。詳しくは、お
問い合わせください。
◆資料の配布場所
都市計画課、忠類総合支所
経済建設課、札内支所、糠内
出張所、駒畠出張所
※町のホームページからもダウ
ンロードできます。
◆意見の募集期間
火 ～２月９日◯
木 まで
１月10日◯
◆問い合わせ先
都市計画課計画係
（℡【幕】54-6621）

おむつの無料収集を始めます
平成24年４月１日から
おむつの無料収集を行います

平成24年３月31日で
子育て生活支援事業を終了します

平成24年４月１日から、家庭から出る使用済
みおむつ類の無料収集を行います。
◆対象 おむつ、尿取りパット、清拭綿等
◆排出方法 汚物を取り除いてから、中身の確
認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。
◆注意 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でるおむ
つ類については事業系のごみとなりますの
で、町では収集しません。
◆問い合わせ先
・町民課環境衛生係(℡【幕】54-6601)
・忠類総合支所住民課(℡【忠】８-2111）

町では、２歳未満のお子さんのいるご家庭に
対し、子育て生活支援事業により、ごみ袋の購
入費用を助成していますが、おむつ類の無料収
集が開始されるのに伴い、平成24年３月31日を
もって事業を終了します。
本事業を段階的に終了させるため、平成24年
１月１日以降は次のとおり事業を実施します。
◆助成内容 出生した月から平成24年３月まで
を助成対象期間とし、お子さん一人当たり、
ごみ袋（10リットル）月10枚に相当する額を
助成します。なお、転入の場合は、転入した
日の属する月から、お子さんが満２歳になる
月の前月または平成24年３月のどちらか早い
月までが助成対象期間です。
◆ごみ袋と引き換えができる期間 交付決定か
ら平成24年４月16日までです。すでにごみ袋
の交付決定を受けていて、まだ引き換えがお
済みでない方も速やかな引き換えにご協力く
ださい。
◆問い合わせ先 こども課児童福祉係(保健福
祉センター内・℡【幕】54-3811)

子どもの安全を守るため
ライター等の販売が規制
されました
子どものライター等による火
遊びが多く発生しているため、
平成23年９月27日からＰＳＣ
マークのないライター等は販売
が禁止されました。購入にあ
たっては、ライター本体にＰＳ
Ｃマークが表示されているかを
確認してください。
《使用にあたっての注意》
１ 子どもの手の届かない場所
に置きましょう。
２ 子どもに触らせず、大人が火
遊びの危険を考えましょう。
３ 不要なライターはきちんと
捨てましょう。
◆問い合わせ先
幕別消防署消防課予防係
（℡【幕】54-2434）

復興支援・住宅エコポイ
ントについて
住宅エコポイント制度は、住
宅の省エネ化など一定の環境性
能を持つ住宅の新築やリフォー
ムに対し、エコポイントが発行
され、そのポイントをエコ商品
や被災地の産品・商品券などに
交換できる制度です。
◆ポイントの発行対象
＜エコ住宅の新築＞
平成23年10月21日～平成24年
10月31日に建築着工したもの。
※省エネ法のトップランナー基
準相当の住宅、省エネ基準
（平成11年基準）を満たす木
造住宅。
＜エコリフォーム＞
平成23年11月21日～平成24年
10月31日に工事着手したもの
※窓の断熱改修、外壁、屋根・

天井または床の断熱改修
※これらと併せて、バリアフ
リー改修などの工事を行うと
ポイントが加算されます。
◆発行されるポイント数
＜エコ住宅の新築＞
・被災地 １戸あたり30万ポイ
ント
・その他の地域 １戸あたり15
万ポイント
※太陽熱利用システムを設置の
場合、それぞれ２万ポイント
を追加
＜エコリフォーム＞
・１戸あたり30万ポイントを上
限(耐震改修を行う場合、45
万ポイントを上限)
◆問い合わせ先 住宅エコポイ
ン ト 事 務 局（ ℡ 0570-200-121
ナビダイヤル）午前９時～午後
５時（土・日・祝日・年末年始
含む）
Makubetsu
2012.1
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保健・福祉
要介護認定者等の税控除
障害者手帳をお持ちでない満
65歳以上の方で、介護保険制度
の要介護認定を受け、次の認定
基準に該当する場合、所得税法
と地方税法上の障害者控除を受
けることができます。
区分
基準

障害者
控 除

特別障害者
控
除

要介護
要介護
1～2の方
３～５の方

所得税
控除額

27 万円

40 万円

住民税
控除額

26 万円

30 万円

※要支援の方でも該当する場合
があります。詳しくは、お問
い合わせください。
◆申請方法 認定を受けようと
する方は、保健福祉センター、
ふれあいセンター福寿、札内
支所、糠内・駒畠出張所に申
請してください。
◆問い合わせ先 福祉課障害福
祉係（保健福祉センター内・
【幕】54-3811）

２月の健康講座
幕別農業者トレーニングセン
ター、札内スポーツセンター、
忠類体育館では健康講座を開催
しています。
◆開催日・開催内容

トレセン会場
◯転倒しない体づくり
月 午後1時30分～
6・13・20・27日◯
◯enjoy!イキイキサーキット
火火火火
14・28日◯
午後7時30分～
木木 午後7時30分～
2・9・16・23日◯
◯はじめてエアロビクス
火火火火火
7・21日◯
午後7時30分～
金
10日◯
午後2時～
◯みんなでスッキリサーキット
金金金金金
3・17・24日◯
午後2時～

スポセン会場
◯転倒しない体づくり
火 午後1時30分～
7・14・21・28日◯
◯enjoy!イキイキサーキット
月 午後7時30分～
6・13・20・27日◯
金 金金金
10・24日◯
午後7時30分～
◯はじめてエアロビクス
水
22日◯
午後2時～
金
3・17日◯
午後7時30分～
◯みんなでスッキリサーキット
水
1・8・15・29日◯
午後2時～
ズ

ン

バ

◯「ＺＵＭＢＡ」体験講座
火火火火火火火火火火
14日◯
午後2時～
木 木木木木木木
23日◯
午後7時30分～

忠類体育館会場
◯ゆったりストレッチ＆快適運動
木 午後2時30分～
2・9・16・23日◯

●全 国すべての企業・事業
所が対象の調 査 で す。
調 査 票 は、平成24年１月
末日までに お届けします
ので、２月１日以降に 提
出 をお願いします。
調 査へのご回答をよろし
くお願いいた し ま す。
・総務省・経済産業省
・都道府県・市町村
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※各講座の詳細は、各体育館に
備えている『健康講座のご案
内』などで、ご確認ください。
◆問い合わせ先
・教育委員会社会体育係
（℡【幕】54-2006）
・幕別トレセン
（℡【幕】54-2106）
・札内スポセントレーニング室
（℡【幕】56-1044）
・忠類体育館
（℡【忠】８-2201/コミセン
内・生涯学習係）

自立支援協議会を開催
毎月第４火曜日に、自立支援
協議会を開催しています。障が
いのある方が抱えるさまざまな
要望や課題を福祉関係者やその
家族を含めた地域住民と一緒に
話し合っています。
火 午後１時30
◆日時 １月24日◯
分～
◆場所 札内福祉センター
◆内容 「障がいのある方が外
出するための移動手段をみん
なで考えよう」
◆問い合わせ・申込先 福祉課
障害福祉係（保健福祉セン
ター内・℡【幕】54-3811）

子育て・教育
善行のあった青少年を推
薦してください
◆対象者 町内在住または町内
の学校に通学する18歳未満の
青少年、または、その人たち
で構成する団体で、次のいず
れかに該当する方。
・地域の環境美化に尽くした方
・親切を心がけ実践している方
・奉仕活動をしている方
・その他多くの人が善行である
と認めることができる方
◆対象期間 平成23年２月１日
～平成24年１月31日の間の善行
◆提出書類 推薦書
※推薦書様式は提出先にありま
す。
水
◆提出期限 ２月１日◯
◆提出先 教育委員会生涯学習
課社会教育係、忠類総合支所
生涯学習係、札内支所、糠内
出張所。
火
◆表彰式 ３月20日◯
「幕別町文化賞・スポーツ賞等
表彰式」の席上で行います。
◆主催 幕別町児童生徒健全育
成推進委員会
◆問い合わせ先
教育委員会社会教育係
（℡【幕】54-2006）

税金

お知らせ

町税条例を改正

季節労働者の通年雇用支
援セミナーの開催

緊急雇用対策の相談窓口
を開設します

十勝北西部通年雇用促進協議
会では、季節労働者の通年雇用
化を図るためのセミナーを開催
します。
◆日程・場所
金 音更町 共栄コミセン
・１月20日◯
水 芽室町 駅前プラザ
・１月25日◯
◆時間 午後１時 30 分～
◆内容 講演や助成金制度、人
材育成事業の説明など
◆その他 人材育成事業を申し
込まれる方は、雇用保険被保
険者証または雇用保険特例受
給資格者証、技能講習修了証、
運転免許証と印鑑を持参くだ
さい。
◆問い合わせ先
・十勝北西部通年雇用促進協議
会（℡0120-980-454）
・商工観光課
（℡【幕】54-6606）

人員整理など、雇用主の都合
で解雇された方などを対象に、
緊急雇用対策を実施します。
【相談窓口】
◆開設場所
商工観光課（役場１階）
◆開設時間 月～金曜日の午前
８時45分～午後５時30分（祝
日を除く）
◆相談内容 雇用・求人、生活
資金、町税や使用料の納入、
生活保護等に関する相談な
ど。
【緊急雇用対策事業の実施】
◆内容と対象者 求職中で、町
内に住所を有する方。
◆実施期間
水 から30日間程度
１月25日◯
◆雇用条件
・賃金（時給）1,200円
・時間 午前９時～正午までの
３時間程度。（状況により午
後からの作業になることがあ
ります）
◆作業内容 公共施設での床
ワックス掛けや清掃作業など。
◆提出書類 申込書、離職票
（申込書は提出先にあります）
水
◆提出期限 １月18日◯
◆提出先 商工観光課、忠類総
合支所経済建設課、札内支
所、糠内出張所。
◆問い合わせ先
商工観光課観光労働係
（℡【幕】54‐6606）

主な改正内容は次のとおりで
すが、適用される年度は、①③
⑤は平成24年度から、②は平成
25年度から、④は平成27年度か
ら、⑥は平成24年２月８日から
それぞれ適用されます。
【個人町民税】
①寄附金税額控除の適用下限額
を5,000円から2,000円に引き
下げる。
②肉用牛の売却時における免税
対象所得について、適用期限
を平成27年度まで延長し、免
税対象牛の売却頭数の上限を
年間2,000頭から1,500頭に引
き下げ、免税対象牛の対象範
囲となる交雑種の売却価格を
100万円未満から80万円未満
に引き下げる。
③上場株式の配当などに係る軽減
税率の適用期限を平成25年12月
末の支払いまで延長する。
④非課税口座内の少額上場株式
に係る配当所得などの非課税
措置を平成26年１月から導入
する。
【固定資産税】
⑤高齢者向け優良賃貸住宅に係
る減額措置について、適用期
限を平成25年３月まで延長
し、併せて減額対象などを変
更する。
【その他】
⑥過料と罰金の上限額を10万円
に引き上げ、たばこ税などの
不申告に関する過料（10万円
以下）の規定を新設する。
◆問い合わせ先
税務課住民税係
（℡【幕】54-6604）

季節労働者の雇用相談窓
口を開設します
十勝北西部通年雇用促進協議
会では、幕別町に住民票のある
季節労働者の「雇用相談窓口」
を次の日程で開設します。
木、
◆日程 １月19日◯
木
３月８日◯
◆時間 午前10時30分～
午後３時
◆場所 札内福祉センター・消
費生活相談室
◆持ち物
①雇用保険特例受給資格者証
（前年度のものでも可。①を
なくした場合は、雇用保険特
例受給記録証明書）
②雇用保険受給手続きを行って
いない場合は離職票、手続き
中の場合は失業認定申告書・
受付票
◆問い合わせ先
・十勝北西部通年雇用促進協議
会（℡0120-980-454）
・商工観光課
（℡【幕】54-6606）

氷落雪による事故防止

例年、凍った屋根の雪が落ちて下
敷きとなったり、屋根の雪下ろし作
業中の転落等で命を落とす事故が発
生しています。事故を防ぐために、
次のことに気をつけましょう。
・屋根の雪や氷柱を早めに下ろす。
・子どもたちを落氷雪の危険のある
場所で遊ばせない。
・屋根の雪下ろしは転落用防止用
ロープなどを装着する。
・除雪機による除雪は安全を確かめ
ながら行う。
◆問い合わせ先 釧路方面帯広警察署
（℡ 0155-25-0110）
Makubetsu
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募集
役場臨時職員
（事務補助）登録者募集
業務内容 一般事務補助
場、 忠 類 総 合 支 所、 保 健 福 祉 セ ン
就業場所 役
ター、各支所・出張所
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
月曜日～金曜日
勤務日 （土・日曜日、祝日は休み）
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
6,360 円（通勤手当支給、雇用
雇用条件 日額
保険・社会保険に加入）
長期
日～
平成24年４月１日◯
日日
雇用期間 平成25年３月31日◯
短期（税務課勤務）
日 ～６月８日◯
金金
平成24年４月１日◯

◆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。
金 必着
◆提出期限 １月20日◯
◆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
水
◆面接日時 忠類地区 ２月８日◯
木木
幕別地区 ２月９日◯
※詳細は後日、お知らせします。
◆問い合わせ先
総務課職員係（℡【幕】54-6608）

平成24年度教育委員会
臨時職員登録者の募集
◆募集職種・資格・雇用条件
次の表を参照ください。
※必要な資格については、平成24年４月１日まで
に取得見込みの方であれば応募できます。
◆登録有効期間
日 ～平成25年３月31日◯
日 まで
平成24年４月１日◯
※面接の上で登録を決定しますが、登録されても
雇用されない場合があります。
◆提出書類 登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。また、町ホーム
ページからもダウンロードできます。
金
◆申込期限 １月20日◯
◆提出先 教育委員会総務係、忠類総合支所生涯
学習係、札内支所、糠内出張所
◆面接日時
火
・忠類地区 ２月７日◯
木
・幕別地区 ２月９日◯
※詳細は後日、お知らせします。
◆問い合わせ先
教育委員会総務係（℡【幕】54-2006）
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【教育委員会事務局】
募集職種 学校教育推進員
応募資格 教員免許
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
月額 172,200 円
【わかば幼稚園】
募集職種 園長
応募資格 教員免許
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分
賃金
月額 172,200 円
募集職種 臨時教諭
応募資格 幼稚園教員免許
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時 30 分～午後２時 30 分
賃金
時間 910 円～ 950 円
募集職種 代替教諭
応募資格 幼稚園教員免許
賃金
時間 910 円
募集職種 事務補助員
応募資格 特になし
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時 30 分～午後 17 時 15 分
賃金
日額 6,400 円～ 6,700 円

【図書館】
募集職種 司書
応募資格 図書館司書
午前９時 30 分～午後６時 15 分
（土・日勤務あり、札内分館は木曜日の
勤務時間 遅番の時は午前 11 時 30 分～午後８時
15 分）
賃金
日額 6,690 円～ 6,990 円
募集職種 スワディ号運転手
応募資格 普通自動車（第 1 種）運転免許
午前９時 30 分～午後５時 15 分
勤務時間（勤務日は月・水・木・金）
賃金
日額 5,790 円
募集職種 忠類分館事務補助員
応募資格 特になし
午前９時 30 分～午後６時 15 分
勤務時間（土・日勤務あり）
賃金

月額

6,400 円

【駒畠公民館兼集団研修施設こまはた管理人】
募集職種 駒畠公民館兼集団研修施設こまはた管
理人
応募資格 特になし
駒畠公民館
午前８時 45 分～午後 10 時 00 分の間、
利用状況で設定（土・日勤務あり）
勤務時間 集団研修施設こまはた
午前８時 45 分～午後５時 30 分の間、
利用状況で設定（土・日勤務あり）
賃金
月額 101,700 円

【ふるさと館】
募集職種 生涯学習推進アドバイザー
応募資格 教員免許
午前８時 45 分～午後５時 30 分
勤務時間（土・日勤務あり）
賃金
月額 172,200 円
募集職種 一般事務補助員
応募資格 特になし
午前８時 45 分～午後５時 30 分
勤務時間（土・日勤務あり）
賃金
日額 6,360 円

【給食センター】
募集職種 給食調理業務員
応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前７時 45 分～午後４時 30 分
賃金
月額 172,200 円
募集職種 幕別学校給食センター調理員
応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）
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
賃金
時間 980 円
募集職種 忠類学校給食センター調理員
応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）
勤務日 月曜日～金曜日
勤務時間 午前８時 15 分～午後４時 30 分
賃金
時間 980 円

【町内小中学校】
募集職種 特別支援教育支援員
応募資格 教員免許
勤務日 月曜日～金曜日
午前９時 00 分～午後３時 00 分を基本
勤務時間 とし、各学校が設定。（春・夏・冬休み
中は勤務なし）
賃金
時間 1,100 円
募集職種 特別支援教育支援員（生活介助）
応募資格 特になし
勤務日 月曜日～金曜日
午前９時00分～午後３時00分を基本と
勤務時間 し、各学校が設定。（春・夏・冬休み
中は勤務なし）
賃金
時間 880 円
募集職種 学校事務補助員
応募資格 特になし
勤務日 月曜日～金曜日
午前７時 55 分～午後４時 50 分の間で
勤務時間 各学校が設定。（春・夏・冬休み中は勤
務なし）
賃金
日額 6,400 円～ 6,700 円

【ナウマン象記念館】
募集職種 一般事務補助員
応募資格 特になし
午前８時 45 分～午後５時 30 分
勤務時間（土・日勤務あり）
賃金
日額 6,360 円
【クマゲラハウス】
募集職種 クマゲラハウス事務補助員
応募資格 特になし
午前８時 30 分～午後５時 15 分
勤務時間（土・日勤務あり、4 月下旬～ 10 月下
旬までの勤務）
賃金
日額 6,360 円
【町民プール監視員】
募集職種 町民プール監視員
応募資格 特になし
札内東・南・北・糠内各町民プール
午前 9 時～午後 5 時の間
（土・日勤務あり、6 月上旬～９月上
旬までの勤務）
勤務時間 幕別プール
午前９時～午後８時までの間
（土・日勤務あり、4 月下旬～ 10 月
上旬までの勤務）
賃金
時間 790 円
【トレセン・スポセン】
募集職種 トレーニングアドバイザー
教員免許（保健体育）※必須
応募資格 健康運動実践指導者、日本体育協会公認ス
ポーツ指導員等、エアロビクス指導員
勤務日 月曜日～金曜日
通常
午後０時 30 分～午後９時 15 分
勤務時間 水曜の早番のとき
午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
月額 212,700円
募集職種 トレーニング指導員
健康運動実践指導者、教員免許 ( 保健体育 )、
応募資格 日本体育協会公認スポーツ指導員等、エア
ロビクス指導員
勤務日 月曜日～金曜日
通常
午後０時 30 分～午後９時 15 分
勤務時間 水曜の早番のとき
午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
月額 190,300円
募集職種 トレーニング補助員
教員免許 ( 保健体育 )、日本体育協会公認
応募資格 スポーツ指導員等、エアロビクスまたはス
ポーツの指導経験者
勤務日 月曜日～金曜日
通常
午後０時 30 分～午後９時 15 分
勤務時間 水曜の早番のとき
午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
日額 7,150円
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催し（スポーツ）

募集（住宅）

募集

幼児のスキー場リフト無料パスを配布し
ます

公営住宅入居者募集

産休代替職員の募集

帯広少年院施設見学会
帯広少年院では施設見学会を開催します。
少年院の教育活動の紹介や、子育てセミナーが
開催されます。
土 午後１時～３時 30 分
◆日時 ２月４日◯
◆定員 50 人（先着順）
※ 16 歳未満は保護者同伴
火火
◆申込 １月 31 日◯
午後５時までに申し込みください
◆問い合わせ・申込先
帯広少年院庶務課（℡ 0155-24-5787）
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④

土
◆日時 ２月４日◯
・開会式 午前９時20分～
・競技
午前10時～
◆場所 町営スケートリンク（運動公園内）
◆対象 町内在住者
◆参加料 300円
◆主催 町スケート協会
金
◆申込期限 １月13日◯
※申し込み時に、参加料
を納入してください。
◆問い合わせ・申込先
教育委員会社会体育係
（℡【幕】54-2006）

③

スケートリンク納め記録会

〔階数〕１階
〔間取り〕３LDK
町営新緑町西 〔建設年〕昭和 54 年
（1-17）
〔浴槽、給湯設備〕入居者負担
〔家賃〕10,900 円～ 20,900 円
〔階数〕１階
〔間取り〕２DK
町営緑町３ 〔建設年〕昭和 47 年
（2-6）
〔浴槽、給湯設備〕入居者負担
〔家賃〕5,500 円～ 10,700 円
〔階数〕１階
〔間取り〕２DK
町営泉町東 〔建設年〕昭和 47 年
（3-11）
〔浴槽、給湯設備〕入居者負担
〔家賃〕5,900 円～ 10,900 円
〔階数〕１階
〔間取り〕３LDK
町営桂町
〔建設年〕昭和 56 年
（2-101）
〔浴槽、給湯設備〕入居者負担
〔家賃〕15,600 円～ 30,600 円

②

合併５周年記念

◆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
◆募集する住宅
募集する住宅
内容
①

明野ケ丘スキー場と白銀台スキー場で利用でき
るリフトの無料パスを、町内在住の幼児を対象に
配布します
※町内の小中学生は学校を通じて配布済みです。
◆配布場所と配布方法
明野ヶ丘・白銀台各スキー場のリフト券売り
場（スキー場オープン後）で、申込用紙を提出
してください。その場で交付します。
◆その他
白銀台スキー場のリフトは、身長110㎝未満
の子ども一人だけでの乗車はできません。必ず
保護者等の同乗をお願いします。
◆問い合わせ先
・幕別町役場商工観光課（℡【幕】54-6606）
・忠類総合支所経済建設課（℡【忠】８-2111）

月 ～20日◯
金
◆定期募集期間 １月16日◯
月 午後２時～幕別町役場
◆入居説明会 ２月13日◯
４階 会議室
火 から20日◯
月 まで入居願います。
※２月14日◯
◆提出書類等 収入基準、申し込みに必要なもの
など、詳しくはお問い合わせください。
◆定期募集住宅の抽選会
金 午後２時
２月３日◯
（午後１時30分より受付）
札内福祉センター第２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。
◆申込先 施設課住宅係、忠類総合支所経済建設
課施設管理係、札内支所
◆問い合わせ先
施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

1 月 10 日は、110 番の日
110番は、事件・事故など、警察へ緊急通報をす
るための電話です。急を要しない相談や照会は警察
相談電話「＃9110」へお問い合わせください。
◆問い合わせ先 釧路方面帯広警察署
（℡0155-25-0110）

業務内容 介護予防プラン作成、介護予防教室な
ど介護支援に係る業務
募集人数 １人
応募資格 保健師資格もしくは、介護支援専門資格
勤務日 月曜から金曜日
勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
月額 212,700 円
日～
雇用期間 平成24年４月１日◯
日日
平成25年３月31日◯

◆提出書類
履歴書（写真添付）
保健師免許もしくは介護支援専門員証の写し
木
◆提出期限 １月 26 日◯
◆提出先 保健課介護支援係
◆面接日時 ２月上旬（詳細は後日連絡します）
◆問い合わせ先 保健課介護支援係（保健福祉セ
ンター内・℡【幕】54-3811）

平成 24 年度保育所等臨時職員（認可・へ
き地・学童）登録者の募集
【認可保育所】
募集職種 臨時保育士
応募資格 保育士資格取得者または、平成24年３
月31日までに取得見込みの方
募集職種 代替保育士
応募資格 無資格でも可
募集職種 調理兼管理人
応募資格 調理師免許取得者または、平成24年３
月31日までに取得見込みの方
募集職種 代替調理兼管理人
応募資格 無資格でも可

【へき地保育所】
募集職種 臨時保育士
応募資格 保育士資格取得者または、平成24年３
月31日までに取得見込みの方
募集職種 代替保育士
応募資格 無資格でも可

【学童保育所】
募集職種 ・主任指導員
・補助指導員
教員免許または保育士資格取得者また
応募資格 は、平成24年３月31日までに取得見込
みの方
募集職種 代替指導員
応募資格 無資格でも可

※職種別の勤務日、勤務時間、賃金などの詳細は、
お問い合わせください。

◆有効期間
日 ～平成25年３月31日◯
日 まで
平成24年４月１日◯
◆提出書類 登録申込書（写真添付）
※登録申込書は提出先にあります。また、町のホー
ムページからもダウンロードできます。
金
◆申込期限 １月 20 日◯
◆提出先 こども課保育係（保健福祉センター
内）、札内支所、保健福祉課福祉係（ふれあい
センター福寿内）
木木
◆面接日時 ２月９日◯
※詳細は後日、お知らせします。
◆問い合わせ先 こども課保育係（保健福祉セン
ター内・℡【幕】54-3811）

農業関係町臨時職員募集
【ふるさと味覚工房（新和）】
業務内容 食品加工や調理の指導等
募集人数 ２人
応募資格 改良普及員または、栄養士の資格を有
する方
勤務日 月～日曜日（火曜日休日、交代勤務制）
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃金
日額 7,150 円
日～
雇用期間 平成24年４月１日◯
日日
平成25年３月31日◯
【町営牧場（南勢・共栄・晩成）】
業務内容 家畜飼養作業と関連農業機械操作の作
業員・作業補助員
募集人員 ４人
応募資格 作業員・作業補助員とも普通運転免許
取得者
勤務日 月～日曜日（交代制で休み）
勤務時間 午前８時～午後４時 45 分
賃金
日額
7,460円～10,810円
雇用期間 平成24年５月～10月
※いずれも家畜の扱いに精通している方を希望し
ます。
【試験圃場（新和）】
業務内容 試験圃場作業員
募集人員 １人
勤務日 月～金曜日
勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分
賃金
日額 7,460 円
雇用期間 平成24年４月～11月
◆提出書類 臨時職員登録申込書（写真添付）
金
◆提出期限 １月 20 日◯
◆提出先 農林課、忠類総合支所経済建設課、札
内支所、糠内出張所
◆面接日 ２月中旬（詳細は後日連絡します。）
◆問い合わせ先 農林課（℡【幕】54-6605）
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催し（イベント）

催し（講座・研修）

幕別消防団出初式

男の料理教室

消防団員による行進と式典を
行います。ぜひ見学ください。
土
◆日時 １月７日◯
午前 10 時 30 分～
◆場所 分団行進 町民会館前
式典 町民会館地下
※各分団の招集サイレンが次の
時間に鳴ります。
・第１分団、第２分団札内部、
第３分団駒畠部は午前８時30
分
・忠類分団 午前８時30分
・第２分団途別部、第３分団糠
内部は午前９時
◆問い合わせ先
幕別消防署消防課消防係
（℡【幕】54-2434）

町民見学会を開催します
環境をテーマに、家庭から回
収されたゴミの最終到着地点で
ある「うめーるセンター美加登」
を見学します。
見学後は、町長との懇談を行
います。
金金
◆日時・内容 ２月３日◯
時間
内容
午前８時10分 忠類総合支所発
９時10分 札内支所発
９時20分 町民会館発
10時00分 う め ー る セ ン
11時00分 ター美加登見学
11時40分 町民会館着
11時40分
午後０時10分 町長と懇談
０時20分 札内支所着
１時20分 忠類総合支所着

◆募集人数 20 人（先着順）
◆参加料 無料
◆見学先
十勝産業廃棄物最終処分場
「うめーるセンター美加登」
（池田町）
金
◆申込期限 １月 20 日◯
◆問い合わせ・申込先
企画室企画情報担当
（℡【幕】54-6610）
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手軽でヘルシーな家庭料理の
コツが学べる教室です。
【幕別・札内会場】
◆日程・場所
月月
１月30日◯
保健福祉センター
月月
２月27日◯
月月 百年記念ホール
２月13日◯
◆定員 16人
木 まで
◆申込期限 1月26日◯
【忠類会場】
◆日程・場所
火火
２月７日◯
火火 ふ れ あ い セ ン
２月21日◯
火火 ター福寿
３月６日◯
◆定員 12人
木 まで
◆申込期限 ２月２日◯
【各会場の共通事項】
◆時間 午前10時～午後１時
◆内容 ・ヘルシー握りずし
・温野菜サラダ等
◆参加料 １日あたり300円
◆持ち物 エプロン、三角巾、
手ふきタオル
◆問い合わせ先
【幕別・札内会場】
保健課栄養指導係（保健福
祉センター内・℡【幕】543811）
【忠類会場】
保健福祉課保健予防係（ふ
れあいセンター福寿内・℡
【忠】8-2910）

冬のスイーツ講座
美味しくてかわいいスイーツ
はいかが？
◆日時
水水
1 月 18 日◯
午前10時～
水水
2 月 29 日◯
午後１時
水水
3 月 14 日◯
◆場所
百年記念ホール調理実習室
◆講師 西井裕美氏（帯広在住、
「お菓子教室 Hiromi」主宰）

催し（スポーツ）

◆対象 一般16人
（応募者多数の場合抽選)
◆受講料 1,500円（3回分、単
発受講の場合1回500円）
◆材料費 1回分1,000円
◆内容
水 水 バレンタイン
・１月18日◯
デーセット（ガトーショコ
ラ・チョコマカロン）
水 水 ひなまつりス
・２月29日◯
イーツ（いちごのムースケー
キ・桜もち）
水 ホワイトデー用
・３月14日◯
スイーツ（ハートのショート
ケーキ）
◆持ち物 エプロン、バンダナ、
フキン、タッパーなど
水水
◆締切り 1月11日◯
◆問い合わせ・申込先
幕別町百年記念ホール
（℡【幕】56-8600）

季節のジェルキャンドル
作り
透明なキャンドルに入ってい
るものは…？
◆日時（全3回）
日日
１月29日◯
日日 午前10時～正午
２月19日◯
日日
３月18日◯
◆場所
百年記念ホール学習室２
◆講師 中村武夫氏（帯広市在
住、「ヌース・インク」主宰）
◆対象 一般16人(小・中・高
校生も可、応募者多数の場合
抽選)
◆受講料
・高校生以下600円（3回分、単
発受講の場合1回200円）
・一般1,500円（3回分、単発受
講の場合1回500円）
◆材料費 １回分1,200円（グ
ラス、ジェルキャンドル素
材、ガラス細工代 他）
◆持ち物 特になし
木
◆締切り 1月20日◯
◆問い合わせ・申込先
幕別町百年記念ホール
（℡【幕】56-8600）

みそ作り教室のご案内
消費者協会では地産地消を目
的に、みそ作り教室を実施します。
日日
◆日時 ２月５日◯
午前９時30分～午後１時30分
◆場所 ふるさと味覚工房
※送迎を利用される方は、申し
込み時に申し出ください。
・札内支所発（午前８時40分）
・幕別町役場発（午前９時）
◆費用 2,000 円（昼食代含む）
◆募集人数 10人（先着順）
◆申込方法 次の期間までに電
話で申し込みください。
火 午前９時～１月13
１月10日◯
金
日◯まで。
◆持ち物 エプロン、三角巾、
手ふき、筆記用具、厚手のナ
イロン袋、みそを入れる容器
（４～５㎏用）、ふきん、食
器洗いスポンジ
◆問い合わせ・申込先
商工観光課観光労働係
（℡【幕】54-6606）

幕別スキー学校を開校し
ます
火～
◆開校期間 １月10日◯
・一般
毎週火・水曜日
・ジュニア 毎週木・金曜日
◆講習時間
午後７時～８時30分
◆開催場所 明野ケ丘スキー場
◆講師 全日本スキー連盟・北
海道スキー連盟公認指導員
◆申し込み 開校日よりスキー
場事務所で受け付けします。
◆主催 町スキー協会
◆問い合わせ先
町スキー協会事務局
北原（℡090-3399-4209）

ピラティスは、普段の生活で
はあまり意識することがない、
体幹の深層筋（インナーマッス
ル）を鍛える運動です。
◆対象者 20歳以上の町民の方
◆日時
火、
１月31日◯
火 、14日◯
火 、21日◯
火
２月７日◯
午前10時～11時30分
◆場所 札内福祉センター和室
◆料金 無料
◆持ち物 大きめのバスタオ
ル、水分補給のための飲み
物、運動しやすい服装
◆定員 25人
◆申込期間
火 ～27日◯
金
１月10日◯
◆問い合わせ・申込先 保健課
健康推進係（保健福祉セン
ター内・℡【幕】54-3811）

第10回幕別町フットサル
大会
◆日時

日
２月26日◯
午前８時～午後５時
◆場所 幕別中学校体育館
◆参加資格 町内に在住、通勤・
通学する方がチーム代表者で
あること、または町サッカー
協会に加盟しているチーム
◆参加料 １チーム3,000円
月
◆申込期限 ２月６日◯
（先着16チーム）
◆その他 けがによる保険は、
各チームで対応願います。
◆主催 町サッカー協会
◆問い合わせ・申込先
協会事務局・桑折
（℡【幕】54‐3057）

サタデースクール
「みんなでスポーツをし
よう！」
合併５周年記念

健康づくり冬講座
初心者向けピラティス

合併５周年記念

会長杯争奪ミニバレー大会
日
◆日時 １月29日◯
受付
午前８時55分まで
開会式 午前９時から
◆場所 農業者トレセン
◆参加対象者 幕別町ミニバ
レー協会登録者で構成する
チーム。（参加申し込みと同
時に登録受付します。）
◆種目 男子・女子の部
（年齢制限なし）
◆参加料 １人1,000円(昼食
代・保険料含む)
※今回登録される方は、登録料
が別途600円かかります。
※大会当日に納入ください。
水
◆申込期限 １月18日◯
◆主催 町ミニバレー協会
◆問い合わせ・申込先
町ミニバレー協会事務局
福西(℡・FAX 56-3402)

親子で思いきり体を動かして
みませんか。
◆日時・場所
【第１回】
土 午前10時～11時
２月４日◯
札内スポセン・アリーナ
【第２回】
土 午前10時～11時
２月18日◯
農業者トレセン・アリーナ
◆講師 町トレーニング指導員
◆対象 ３歳以上５歳以下
◆内容 遊びにスポーツの要素
を取り入れたプログラムで
す。
◆定員 各回20組40人
◆参加費 無料
◆申込期限 各開催実施日の１
週間前まで
◆持ち物 室内用の運動靴（保
護者も必要）、水分補給用の
飲み物、汗拭き用のタオル
◆問い合わせ・申込先
教育委員会社会体育係
（℡【幕】54-2006）
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金 から開館します。
年明け１月６日◯

今年もみなさんのご利用をお待ちしております。
ふらっとあ～と「木工（干支）大島輝男展」
金 ～29日◯
日
◆期間 1月6日◯
◆場所 幕別町図書館 エントランス
今年の辰で十二支が完結！毎年恒例、大島さんの干
支の木彫り展を開催します。
きらびやかな龍が、みなさんをお出迎えします。

幕別町図書館
℡【幕】54-4488
札内分館（百年記念ホール内）
冬休み子ども映画会
℡【幕】56-4888
忠類分館（ふれあいセンター福寿内）
℡【忠】８-2910
金 午後 1 時 30 分～ 3 時 15 分
◆日時 1 月 13 日◯

◆場所 幕別町百年記念ホール
《休館日》
◆上映作品 「映画クレヨンしんちゃん」
毎週火曜日
＊無料です。クレヨンしんちゃんのどの映画を上映するかは、
図書整理日
当日のお楽しみ！
（毎月月末、今月は 1/30）
《開館時間》午前 10 時～午後６時
※忠類分館は午後９時まで

新着図書

1/14 サーカス～おもしろク
土土
◯

ラシックコンサート

指定管理者
まくべつ町民芸術劇場

TEL 【幕】56-8600
FAX 【幕】56-8602
ＵＲＬ www.m100.jp
メール info@m100.jp

1/22
日日
◯

燦燦ＭＵＳＩＣ

Vol.38

新春アコースティックコンサート

【チケット発売所】
百年記念ホール・役場住民年金係・役
場札内支所・ 教育委員会生涯学習係
（忠類総合支所）・カシマ写真・勝毎サ
ロン・ 藤丸チケットぴあ・帯広市民
文化ホールチケットらいぶ

1/28

デビュー 30 周年記念

みのや雅彦コンサート

土土
◯

魂を揺さぶる感
動の絶唱と抱腹絶
倒のトークが炸裂
デビュー 30 年、
北海道のシンガー
としてこだわり続
け、ラジオでも大
活躍 みのや雅彦の歌に泣き
トークに笑うステージを存分に
お楽しみください。

「Mr. サマータイム」「アメリ
カンフィーリング」などのヒッ
ト曲から話題の曲、クラシック
の名曲をサーカス風のハーモ
ニーでお届けします。

出演：THE BIRD oyaji3
年の初めの燦燦ＭＵＳＩＣは
アコースティックギターによる
フォークソングをたっぷりとお
楽しみください。

◇開演 午後６時 30 分～
◇場所 百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席指定 3,500 円
高校生以下 1,000 円
（当日 +500 円）

◇開演 午後７時～
◇会場 百年記念ホール
◇チケット 入場無料

◇開演 午後６時～
◇場所 百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席自由 3,000 円
（当日 +500 円）
好評発売中

1/29 クラシックの杜 Vol.12

2/12

2/18 クラシックの杜 Vol.13

トランペットとトロンボーン
の独奏曲を中心に

東川圭人（ギター）、佐藤誠
吾（ドラム）をはじめとする十
勝出身アーティストによる特別
編成バンド。
十勝 HAPPY プロジェクトの壮
絶テクニックを存分にお楽しみ
ください。

ベートーヴェンピアノトリオ
「街の歌」ブラームスクラリネッ
トトリオ他

◇開演 午後６時 30 分～
◇場所 百年記念ホール講堂
◇チケット 全席自由 1,000 円
（ホールのみ取り扱い）

◇開演 午後２時～
◇場所 百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席自由 1,000 円
高校生以下 500 円

日日
◯

十勝の名手達シリーズ

大田 研（トランペット）
赤部順哉（トロンボーン）
波塚三恵子（ピアノ）
◇開演 午後２時～
◇場所 百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席自由 1,000 円
高校生以下 500 円

4/1

日日
◯

綾戸智恵ＣＯＮＣＥＲＴ

十勝の名手達シリーズ

土土
◯

原 哲哉（クラリネット）
佐藤祐一（チェロ）
波塚三恵子（ピアノ）

今しか歌えないうた、今感じることの全てを
一台のピアノと歌声に託して。
金）
十勝先行発売受け付け（一般発売は２月10日◯
往復はがきによる受け付け（消印有効）
水 ～24日◯
火 応募多数の場合は抽選
期間１月18日◯
（１人、４枚まで）
（往信の宛名面） （返信の裏面） （返信の宛名面） （往信の裏面）
郵

便

往

復

は

が

き

郵

が

き

郵便番号

住所

電話番号

信

は

氏名

返

復

氏名

チケット希望枚数

信

往

お申込み者の

往

便

郵便番号・住所

0 89 0563

何
※も記入しないでください

◇開演 午後３時 30 分～
◇会場 百年記念ホール大ホール
◇チケット 全席指定 5,500 円

Tokachi music legend

幕別町千住１８０

「もっともチケットの買えな
い歌手」という称号を与えられ
ている綾戸さんが幕別初登場！
笑い芸人顔負けの爆笑トーク
を交えながら、ジャズ、ポップ
ス、j-pop など幅広いレパート
リーを巧みにとり入れた個性的
なステージは、ジャズという狭
い枠組みを飛び越え、多くの
ファンを魅了しています。

日日
◯

バレンタインコンサート 2012

幕別町百年記念ホール宛

一般書
＊ホテル・ピーベリー（近藤 史恵）
＊ギネス世界記録 2012
＊私闘なり、敵討ちにあらず（佐藤 雅美）
1月
＊あの人がいた（矢崎 泰久）
＊百年の呪い（佐伯 泰英）
日 月 火 水 木 金 土
＊徹底検証日清・日露戦争（半藤 一利） ＊銀色の絆（雫井 脩介）
1
2
3
4
5
6
7
＊基本の産後ケア 6 カ月
＊精姫様一条（杉本 章子）
8
9 10 11 12 13 14
＊ウェザー・オブ・ザ・フューチャー
＊ヒート（堂場 瞬一）
15 16 17 18 19 20 21
（ハイディ カレン）
＊日本原発小説集（井上 光晴）
22 23 24 25 26 27 28
＊北海道の動物たちはこうして生きている ＊謎解きはディナーのあとで 2
29 30 31
（東川 篤哉）
（富士元 寿彦）
＊スヌーピー & 暗い嵐の夜だった
＊煙とサクランボ（松尾 由美）
（チャールズ M. シュルツ）
＊これでおしまい（佐藤 愛子）
■休館日
＊帝王、死すべし（折原 一）
■札内分館夜間延長（午後８時まで） ＊あたらしいみかんのむきかた 2
（岡田 好弘）
＊夢違（恩田 陸）
文学
＊ゴーグル男の怪（島田 荘司）
◇おはなし会
＊赤絵そうめん（山本 兼一）
＊千里伝（仁木 英之）
＊ロートケプシェン、こっちにおいで
＊草原の風中（宮城谷 昌光）
ちるどらん
（相沢 沙呼）
＊変革の時代
今月はお休みです。
（マーティン ウィクラマシンハ）
＊恋する原発（高橋 源一郎）
＊さざなみの国（勝山 海百合）
＊ワニの黄色い目上
＊終わり続ける世界のなかで（粕谷 知世） （カトリーヌ パンコール）
ババール
＊吉田キグルマレナイト☆（日野 俊太郎） 児童書
土 土 午前10時30分
・１月28日◯
＊徒然草 REMIX（酒井 順子）
＊パスワードまぼろしの水（松原 秀行）
百年記念ホール視聴覚
＊春告げ坂（安住 洋子）
＊おばけのはつこい（むらい かよ）
＊蛍の航跡（帚木 蓬生）
＊マンガで覚える図解オセロの基本
あっちこっち紙芝居
土土 午前11時土
＊ヒア・カムズ・ザ・サン（有川 浩）
＊いえたら超スゴい !! おもしろ早口ことば
・１月21日◯
＊放蕩記（村山
由佳）
＊ 100 の知識深海のなぞ
札内分館
（カミラ ド ラ ベドワイエール）
＊スウィート・ヒアアフター
おはなしの小箱
（よしもと ばなな）
＊都道府県を語呂あわせでおぼえよう 1
水水 午前10時30分
・１月25日◯
（ながた みかこ）
＊ネオカル日和（辻村 深月）
絵 本
＊あかりの湖畔（青山 七恵）
ふれあいセンター福寿
＊チェインギャングは忘れない（横関 大） ＊ひるねのね（あべ 弘士）
おはなしのたね
＊花咲小路四丁目の聖人（小路 幸也）
＊ゆきがふるよ、ムーミントロール
金金 午後４時
・１月27日◯
（トーベ ヤンソン）
＊外事警察（麻生 幾）
ふれあいセンター福寿
＊ワンス・アホな・タイム（安東 みきえ） ＊アンパンマンとシドロアンドモドロ
（やなせ たかし）
＊ BANG!BANG!BANG!（朝比奈 あすか）
◇展示コーナー
＊ぼくらは夜にしか会わなかった
＊くすのきだんちのコンサート
（市川 拓司）
（武鹿 悦子）
図書特別展示《全館》
＊しらない町（鏑木 蓮）
＊じゅうにしのおはなしめいろ
・マナーの達人
（奥野 涼子）
＊邪馬台（北森 鴻）
金 ～ 29 日◯
日日
１月６日◯
＊青い森の国上・下（菊地 秀行）
＊ちくわのわーさん（岡田 よしたか）

百年記念ホール

編集

（図書の一部を掲載しています。）
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