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２月の行政相談

◆日時　２月16日◯木　午後１時～３時
◆場所　町民会館
◆行政相談員　松本茂敏さん
　(新町・℡【幕】54‐5267)

２月の人権相談

◆日程　２月16日◯木　午後１時～３時
◆場所　町民会館
◆担当　高橋礼子さん、西田久さん
◆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）

森林の所有者届出制度が
　４月からスタートします

　森林法改正により、平成24年４月以降、森林の
土地所有者となった方は、市町村長への事後届出
が義務付けられました。提出書類など、詳しくは
お問い合わせください。
◆届出対象者　個人・法人を問わず、売買や相続
等により森林の土地を新たに取得した方は、面
積に関わらず届け出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約
の届け出を提出している方は対象外です。

◆届出期間　土地の所有者となった日から90日以
内に取得した土地のある市町村の長に届け出を
してください。

◆問い合わせ先
・農林課林務係（℡【幕】54-6605）
・十勝総合振興局産業振興部林務課造林係
　（℡　0155-26-9053）

幕別町森林整備計画変更（案）の縦覧につ
いて

　森林法改正に伴い、幕別町森林整備計画変更
（案）を策定しました。次の期間で縦覧するこ
とができます。
　縦覧場所には意見箱を設置しますので、ご意
見をお聞かせください。
◆期間　２月10日◯金金～３月５日◯月（土・日曜日、
祝日は除く）

◆時間　午前８時45分～午後５時30分
◆縦覧場所　幕別町役場農林課、札内支所、糠内
出張所、忠類総合支所

◆問い合わせ先
　農林課林務係（℡【幕】54‐6605）

ごみの分別ルールを守りましょう

　家庭から出るごみは、大きく「燃やせる」、「燃
やせない」、「資源」と３つに区分し、収集してい
ます。
　きちんと分別されていないごみは、違反ごみと
して、収集されず集積所に残ります。また、正し
い分別でも、収集日・収集時間が守られていない
ごみも同様に集積所に残りますので、次の点に留
意願います。

・家庭内でごみの分別方法を再確認しましょう。

・ごみは収集日の朝８時までに出しましょう。

・収集されなかったごみは持ち帰って再分別し
ましょう。

・集積所は利用者の共同管理で清潔に保ちましょう。

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

町道民税の申告を受け付けています

　所得税の確定申告を行う必要のない方でも、次
の方は町道民税の申告が必要です（確定申告と同
様に受け付けています）。
◆町道民税の申告が必要な方
①国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入して
いる方（遺族年金金や障害年金金収入のある方、無
収入の方は必ずその旨を申告してください。）

②給与収入や年金金収入以外に所得はあるが、所得
税の確定申告は必要のない方。

③国民年金金の納付猶予の手続きや、税務関係の証
明を受ける必要がある方。

◆申告手続きに必要なもの
①収入を証明する資料（源泉徴収票、支払調書など）
②控除を証明する資料（生命保険、地震保険また
は旧長期損害保険支払証明書、国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料・国民年金金保険料な
どの領収書、障害者手帳、寄付金金の受領書）

③印鑑
※所得税の確定申告が必要ない方でも、次のよう
な方は、町道民税の申告をすると控除を受けら
れます。

・医療費が10万円（所得金金額の合計額が200万円
未満の方は、その５％の金金額）を超える方

・扶養人数に変更があった方
・障害者手帳の交付を平成23年中に受けた方
・源泉徴収票に記載されていない各種控除（社会
保険料控除など）がある方

◆問い合わせ先
　税務課住民税係（℡【幕】54-6604）
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３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
　５・12・19・26 日◯月 午後１時 30 分～
◯ enjoy! イキイキサーキット
　６日◯火火 午後７時 30 分～
　１・８・15・22・29 日◯木 午後７時 30 分～
◯はじめてエアロビクス
　13・27 日◯火火 午後７時 30 分～
　９日◯金 午後２時～
◯みんなでスッキリサーキット
　２・16・23・30 日◯金 午後２時～

　【スポセン会場】

◯転倒しない体づくり
　６・13・27 日◯火火 午後１時 30 分～
◯ enjoy! イキイキサーキット
　５・12・19・26 日◯月 午後７時 30 分～
　９・23・30 日◯金 午後７時 30 分～
◯はじめてエアロビクス
　28 日◯水水 午後２時～
　２・16 日◯金 午後７時 30 分～
◯みんなでスッキリサーキット
　７・14・21 日◯水水 午後２時～

　【忠類体育館会場】

◯ゆったりストレッチ＆快適運動
　１・８・15・22・29 日◯木 午後２時 30 分～

　　　「ＺＵＭＢＡ」体験教室　
　　　日時　２月14日◯火　午前10時～
　　　　　　　　23日◯木　午後７時30分～
　　　会場　札内スポセン

※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）
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選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について

　公職選挙法の規定に基づき、平成23年１月から
12月までの閲覧状況を公表します。

閲覧申出者 東口隆弘
利用目的の概要 有権者把握のため
閲覧年月日 平成23年３月３日、22日、23日
閲覧範囲（投票所）
・第16投票区（途別ふれあい交流館）
・第20投票区（糠内コミュニティセンター）
・第22投票区（駒畠公民館）
・第23投票区（忠類コミュニティセンター）

※在外選挙人名簿抄本の閲覧の申出はありません
でした。

◆問い合わせ先
　町選挙管理委員会事務局
　（総務課内・℡【幕】54-6608）

農業委員会委員選挙人名簿の縦覧

◆縦覧期間　２月23日◯木～３月８日◯木

※名簿への登録確認をされる方は、この期間中に
行ってください。

◆時間　午前８時30分～午後５時
◆場所　
【幕別地域】　役場総務課内
【忠類地域】　忠類総合支所地域振興課内
※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
※この期間中であれば登録や修正が可能です。名
簿を確認の上、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。

◆問い合わせ先
　町選挙管理委員会事務局
【幕別地域】　役場総務課内
　（℡【幕】54-6608）
【忠類地域】　忠類総合支所地域振興課内
　（℡【忠】８-2111）

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23年
　12月21日　匿名　　　　　　　５万円
　　　28日　篠田陽一様（東京都）３万円
　　　　　　匿名　　　　　　　５万円
　　　　　　髙橋孝二様（途別）　金額非公表
　　　29日　匿名　　　　　　　５万円×６人
　　　　　　匿名　　　　　　　４万円×５人
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「家族の集い」認知症と寄り添うために

　認知症の方を介護している家族の方同士で、話
をしませんか。
◆日時　２月24日◯　金金 午後１時30分～３時
◆場所　札内福祉センター１階講座室
◆対象　認知症の方を介護している家族の方
◆定員　20人
◆内容
・ＳＯＳネットワークについて
　※ＳＯＳネットワークとは認知症などにより行
方不明になった時に、すみやかに発見・保護し
生活を支援していくシステムです。

・体験談や相談等
◆参加費　無料
◆申込期限　２月20日◯月

◆問い合わせ・申込先
　保健課介護支援係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

献血にご協力ください

　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。

２月８日◯水水

・午後１時30分～４時 忠類農業協同組合

３月５日◯月

・午前９時～10時30分 札内支所

・正午～午後１時 道東ライス

・午後１時30分～３時 幕別町農業協同組合

・午後３時40分～４時30分 十勝の杜病院

３月６日◯火火

・午前９時30分～11時30分 幕別町役場

・午後１時～１時30分
特別養護老人ホーム
札内寮

・午後２時～３時 札内駅

・午後３時30分～４時30分
帯広開発建設部帯広
道路事務所

◆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）

高血圧予防の勉強会

　幕別町食生活改善協議会は、地場産野菜の普及
や各種料理実習を通し食育活動を実践してまいり
ましたが、このたび長年の活動が評価され厚生労
働大臣賞を受賞いたしました。この受賞を記念し
後援団体である北海道より事業費の助成を受け、
町民の皆様に感謝の気持ちをこめ、健康管理のお
役に立てていただけるよう「高血圧予防の勉強
会」を開催いたします。高血圧症への理解を深
め、余分な体脂肪を減らすための実践方法や薄味
でおいしい家庭料理のコツなど一緒に学んでみま
せんか？
◆日時　２月13日◯月　午前９時30分～午後３時
◆場所　百年記念ホール
◆対象　血圧が高めの方、減塩食を学びたい方
◆定員　30人（定員で締め切り）
◆内容　講義｢高血圧と肥満予防｣（講師：町保健
師）、体格測定、調理実習

◆主催　幕別町食生活改善協議会
◆後援　北海道食生活改善推進員団体連絡協議会
◆参加費　無料（上記理由により）
◆持ち物　エプロン・三角巾・手拭タオル
◆問い合わせ・申込先
　保健課栄養指導係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

保健福祉センター陶芸室利用サークル募集

　高齢者の趣味や生きがい活動の場として、陶芸
室利用の自主サークルを募集します。
◆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17日◯金金

※申し込み受付後に、日程調整を行います。
◆問い合わせ・申込先
　福祉課社会福祉係
　（保険福祉センター内・℡【幕】54-3811）
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平成24年度しらかば大学新入生を募集

　グループ活動などを通じて、生きがいのある人生
を創造するため、しらかば大学を開設しています。
◆対象者　町内に在住の満60歳以上の方（平成24
年４月１日現在）

◆学習内容

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 硬筆、カラオケ

ナウマン校
手芸、カラオケ、民謡、パークゴル
フ、ゲートボール、ダンス、俳句か
ら１科目選択

※原則、教養と専門科目を月１回ずつ開講します。
※４年制で、出席することにより単位を認定。進
級・卒業・大学院進学となります。

◆学習場所　町内の社会教育施設（福祉バスを利
用できます）

◆申込期限　３月15日◯木

◆問い合わせ・申込先
【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）

ふるさと館ジュニアスクール生募集

◆募集定員　35人（町内在住の新小学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回の予定で学習会を開催します。
※活動日は土・日曜日です。少年団活動などで、ほ

とんど参加できない方は、応募をご遠慮ください。
◆期間　平成24年４月～平成26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17日◯金金

※申込書は、ふるさと館、各小学校にあります。
◆問い合わせ・申込先
　ふるさと館（℡【幕】56-3117）
※月曜日と火曜日は休館日です。

毎月 19 日は、まくべつ教育の日

どうぞ、学校へおこしください。
　町では、毎月 19 日を「まくべつ教育の日」と
定め、学校での授業や子どもたちの様子を自由に
参観できる機会を設けていますので、多くの方々
の来校をお待ちしています。
　地域全体で、子どもたちの健やかな成長を見守
りましょう。

文化・スポーツ賞・奨励賞の
　対象者を推薦してください

◆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。

文化賞（高校生以上）
①本町における芸術、科学、教育（義務教育を除
く）、その他の文化の向上推進、または研究を20
年以上続けている方。ただし、事績が特に顕著な
方は、20年未満でも可。

②全国的な文化行事である展覧会・発表会等で入賞
した方。

③全道的な文化行事で上位入賞した方。

文化奨励賞（高校生以上）
①本町における芸術、科学、教育（義務教育を除
く）、その他の文化の向上推進、または研究を10
年以上続けている方。ただし、事績が特に顕著な
方は、10年未満でも可。

②全道的な文化行事で入賞した方。
③全十勝的な文化行事で最優秀賞の方。

少年文化奨励賞（小・中学生）
①全国的または全道的な文化行事で入賞した方。
②全十勝的な文化行事で最優秀賞の方。

スポーツ賞（高校生以上）
①地域、団体の体育およびレクリエーションの健全
な普及発展のために、20 年以上その指導的役割を
果たし、功労が顕著な方。

②全国的または全道的競技大会において、優秀な成
績もしくは記録をおさめた個人または団体。

スポーツ奨励賞（高校生以上）
①全道的な競技大会の入賞者または入賞に相当する
記録をおさめた個人または団体。

②全十勝的な競技大会の優勝者または優勝に相当す
る特に優秀な記録を樹立した個人または団体。

ジュニアスポーツ奨励賞（小・中学生）
①全国的または全道的な競技大会で上位入賞した個
人または団体。

②全十勝的な（東北海道または相当するものを含む）
競技大会の優勝者または優勝に相当する特に優秀
な記録をおさめた個人または団体。

◆表彰の制限　当該表彰の対象となった功績が異
なる場合を除き、同一の表彰を重複して受賞で
きません。

◆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
聞写し等）

◆推薦対象期間
　平成23年３月１日◯火～平成24年２月29日◯水

◆推薦期限　３月１日◯木

◆表彰日　　３月20日◯火

◆推薦状の提出先　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

◆問い合わせ先
　教育委員会生涯学習課（℡【幕】54-2006）　
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まくべつ農村アカデミー
　第17期研修生の募集

　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。
※公社宿泊棟を利用できます。

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16日◯金金

※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。

◆問い合わせ・申込先　
　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下
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。 

診療車運転業務臨時職員の募集

業務内容 診療車の運転・車両点検整備および事
務補助

募集人員 １人

応募資格 普通運転免許取得者

勤 務 日 週３日（火・水・金金）および月１日（木）

勤務時間 午後０時 30 分～５時 30 分

雇用条件 賃金金（日額）5,300 円

雇用期間 平成24年４月１日◯日～
平成25年３月31日◯日

◆提出書類　履歴書（写真添付）、普通運転免許
証の写し

◆申込期限　２月29日◯水必着
◆面接日　３月上旬（詳細は後日連絡します。）
◆問い合わせ・申込先
　保健課健康推進係（℡【幕】54-3811）

農業振興公社臨時職員（事務補助員）募集

業務内容 一般事務補助

募集人員 １人

応募資格 普通自動車運転免許証取得者
パソコンを操作できる方

勤 務 日 月曜日～金金曜日

雇用時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分

勤務場所 町農業担い手支援センター（新和）

雇用条件 賃金金（日額）6,360 円

雇用期間 12カ月未満

◆登録有効期間
　平成24年４月１日◯日～平成25年３月31日◯日

◆提出書類　臨時職員申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
◆申込期限　２月17日◯金金必着
◆提出先　農業振興公社、役場農林課、忠類総合
支所経済建設課、札内支所

◆面接日　後日、連絡します。
◆問い合わせ先
　農業振興公社（℡【幕】57-2711）　

幕別町交通安全指導員募集

業務内容 道道みずほ通（札内南小学校前横断歩
道）での交通安全指導など。

募集人員 １人

応募資格

・札内在住で満20歳以上の健康な方　
　（平成24年４月１日現在）
・普通自動車免許証取得者
・平成24年４月２日から指導業務に従
　事可能な方

勤 務 日
札内南小学校の低学年（１～３年生）の登
下校時間帯各１時間、その他学校等が指導
要請する日（日曜日、祝日も含む）

雇用条件 賃金金（時給）1,400 円
※原則として１日２時間

そ の 他 町の非常勤職員とします。
指導被服一式支給します。

◆提出書類　履歴書（写真添付）
◆申込期限　２月20日◯月

◆面接日　２月27日◯月

◆問い合わせ・申込先
　町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）
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▲幕別町障害者福祉計画策定委員会の会議の様子

◆公募を行う附属機関

◯幕別町個人情報公開・個人情報保護審査会

定数 ５人 公募枠 ２人
任期 ３年 改選期 平成24年４月20日

内容

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、情報公開や個
人情報の保護に係る重要事項について審議
する。

◯幕別町防災会議

定数 30人 公募枠 10人
任期 ２年 改選期 平成24年７月５日

内容
地域防災計画や水防計画の作成と推進に関
することのほか、災害発生時における情報
収集などを行う。

◯幕別町障害者福祉計画策定委員会

定数 12人 公募枠 ４人
任期 ２年 改選期 平成24年８月21日

内容 障害者に対する総合的な施策の推進につい
て調査研究する。

◯幕別町介護保険運営等協議会

定数 15人 公募枠 ５人
任期 ３年 改選期 平成24年10月１日

内容 介護保険事業計画と老人計画の策定、推進
に関する事項を調査審議する。

◯幕別町地域福祉計画策定委員会

定数 15人 公募枠 ５人
任期 ３年 改選期 平成24年２月24日

内容 地域福祉計画の策定に関することについて
調査審議する。

◯幕別町次世代育成支援地域協議会

定数 10人 公募枠 ３人
任期 ３年 改選期 平成24年６月30日

内容
次世代育成支援行動計画の策定と推進、子
どもの権利に関することなどを調査審議す
る。

◯幕別町文化財審議委員会

定数 ５人 公募枠 ２人
任期 ２年 改選期 平成24年４月１日

内容 教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存や
活用などについて調査審議する。

◯幕別町学校給食センター運営委員会

定数 15人 公募枠 ５人
任期 ２年 改選期 平成24年６月１日

内容
教育委員会の諮問に応じ、給食センターの
運営に関する重要事項を審議、調査研究す
る。

附属機関の委員を公募します

　幕別町まちづくり町民参加条例に基づき、平成
24年度中に委員の改選期を迎える８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24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28日◯火

◆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。

※郵送やファックス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。

◆問い合わせ先
　総務課総務係
　（℡【幕】54-6608　Fax【幕】54-3727）
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季節労働者の雇用対策

業務内容 町道路肩の支障木伐採と、それに付随
する作業

応募資格 季節労働者の方で、現地まで移動可能
な方

勤 務 日 ２月22日◯水から10日程度
勤務時間 １日６時間程度
雇用条件 賃金金（時給）1,200円

※のこぎり、ヘルメットなどを持参してくださ
い。

◆提出書類　申込書、雇用保険特例受給資格者証
か離職票、口座番号の確認できるもの、印鑑
（申込書は提出先にあります）

◆提出期限　２月14日◯火

◆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）

幕別消防署糠内分遣所嘱託職員の募集

業務内容 幕別消防署糠内分遣所の業務全般
募集人数 ２人

応募資格

次の要件をすべて満たしている方
①消防職・団員の経験があり、平成24
年４月１日現在、64歳までの方

②町内に在住されている方
③大型運転免許取得者

勤 務 日 勤務日　週３～４日（１日交替）
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
勤務場所 幕別消防署糠内分遣所

雇用条件
賃金金（日額）7,960 円
※社会保険、雇用保険、非常勤職員公
務災害補償に加入します。

雇用期間
平成24年４月１日◯日～
平成25年３月31日◯日 

◆提出書類　申込書１通（指定のもの）、運転免
許証の写し１通

◆提出期限　平成24年２月６日◯月～17日◯金金 

◆面接日時・場所
　平成24年３月２日◯金金　午前10時
　幕別消防署２階会議室
◆問い合わせ先
　幕別消防署消防課
　（〒089-0604　幕別町錦町90番地）
　℡【幕】54-2434

平成24年度町臨時的任用職員の募集

　独自の緊急雇用対策として、新卒者などの若年
者を臨時的任用職員として採用します

業務内容 事務補助、及び町内民間事業所での職
場体験

募集人数 ４人（４月１日採用予定）

応募資格

次の要件を、すべて満たす方。
①町内在住で、平成 24 年３月に高校、
短大、大学、専門学校などを卒業見
込みの方と、平成 21 年３月以降の新
規学卒者で、卒業後も就職活動を継
続している方。

②働く意欲があり、ハローワークや学
校を通じて求職中の方。（ハローワー
クの場合は紹介状が必要です）

勤 務 日

月～木曜日の週４日勤務
※配属先・職場体験する民間事業所に
より勤務日と勤務時間が異なること
があります）

勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分

雇用条件

賃金金 (日額 )6,360 円
※社会保険等　社会保険、雇用保険、
非常勤公務災害補償または労災保険
に加入します。

雇用期間 ６カ月以内

◆提出書類　市販の履歴書(自筆・写真貼付)
◆提出期限　２月20日◯月(郵送の場合は当日必着)
◆面接日時　３月上旬予定
　　　　　　(詳細は、後日連絡します)
◆選考結果　文書で選考の結果を通知します。
◆問い合わせ・提出先　商工観光課観光労働係
(〒089-0692・本町130番地 ℡【幕】54-6606)

道営住宅の入居者募集について

　道営住宅の公募が次のとおり予定されています。
◆募集案内の配布期間　１月27日◯金金～２月13日◯月

◆申込受付期間　２月10日◯金金～13日◯月

◆募集予定の団地と公募予定戸数

道営若草団地

　３ＬＤＫ　１戸

道営あかしや南団地（全面改善）

　２ＬＤＫ　20 戸

　３ＬＤＫ　17 戸

※詳しくは下記に問い合わせください。
◆問い合わせ先　㈱エーワンホーム（帯広市西８
条南13丁目２番地）（℡0155-22-2013）

予備自衛官補を募集します　
　詳細は自衛隊帯広募集案内所へお問い合わ
せください。（℡ 0155-23-8718）
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健康づくり春講座 初心者向け太極拳

　ゆっくりとした動きの中で、体のバランスや筋
力を鍛えます。
◆日時　３月５日◯月、12日◯月、19日◯月、26日◯月

　午前10時～11時30分
◆場所　札内福祉センター大集会室
◆対象　20歳以上の町民
◆講師　原田龍一さん
　（（社）日本武術太極拳連盟公認指導員）
◆料金　無料
◆持ち物　運動靴、動きやすい服装、汗拭きタオ
ル、水分補給のための飲み物

◆申込期限　２月27日◯月

◆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）

いきいきエンジョイ教室
陶芸教室参加者募集

　初心者を対象とした陶芸教室を開催します。
◆日時
　平成24年４月～平成25年３月までの月・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歳以上で、１年間継続して参
加可能な方。

◆定員　７人（先着順）
◆講師　佐藤二三子さん（アトリエ秋桜窯主宰）
◆材料費　１カ月1,000円
◆申込期限　２月６日◯月～24日◯金金

◆問い合わせ・申込先
　保健課介護保険係
　（保険福祉センター内・℡【幕】54-3811）

刃物とぎ講習会

　幕別技能士会の活動の一環として、ボランティ
アで刃物とぎ講習会を開催します。ご自宅で切れ
味の悪くなった刃物を持参の上、会場に直接お越
しください。（カンナ・ノコなどは対象外です）
◆日時　２月19日◯日　午前10時～午後２時
◆場所　
・幕別地区　町民会館
・札内地区　札内福祉センター
◆問い合わせ先
・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）

仲良く七宝焼きを楽しもう！
　親子七宝焼き体験 

◆日時  ２月25日◯土　午後１時～４時
◆場所　百年記念ホール　木工芸室
◆講師　近藤和弘さん
　（町内在住、「おもちゃの病院」スタッフ）
◆対象　親子５組（10人）
　（応募者多数の場合抽選)
◆受講料　親子１組600円、小学生200円、
　　　　　一般500円（１人での参加も可）
◆材料費　１人分500円
◆持ち物　エプロンなど
◆締切り　２月18日◯土

◆問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

新社会人応援講座

第１弾！
　知って得するビジネスマナー講座

◆日時　２月26日◯　日 午前10時～正午 
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　渡邉尚美さん
　(マナーインストラクター、Style Direction 
Spring Palette 代表)

◆対象　新社会人　※一般も可
◆受講料　なし
◆持ち物　筆記用具
◆申込期限　前日までにお申し込みください。
◆問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

第２弾！
　あなたが変わる
　　パーソナルカラー＆メイク講座

◆日時　３月10日◯土　午前10時～11時30分 
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師　波佐由里子さん
　(パーソナルカラーリスト、「パーソナルカラー
Bright」主宰 )

◆対象　新社会人20人（応募者多数の場合抽選）
　※一般も可
◆受講料　なし
◆持ち物　筆記用具、お手持ちのメイク道具、
ティッシュ、置き型鏡など

◆申込期限　３月３日◯土

◆問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）
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リフレッシュ教室

◆日時・場所　
・２月22日◯水・29日◯　水 札内スポセン
・３月８日◯木・15日◯　木 幕別トレセン
※いずれも午後７時～８時30分
◆内容　「ディスコン」
　　円盤（ディスク）を的に向けてうまく投げる
（コントロール）ところから、名付けられた
ニュースポーツ。２チームに分かれてディスク
を投げ、どちらが的に近いかを競います。年齢
を問わず、誰にも簡単にできるスポーツです。

※用具は用意します
◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　２月10日◯金

※当日参加も受け付けます。
◆問い合わせ・申込先　
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54―2006）

初心者ダンス講習会

◆日時　２月３日◯金～３月23日◯金

　毎週金金曜日（計８回）　午後１時～３時
◆場所　札内南コミュニティセンター
◆対象　町内在住の方
◆参加料　無料
◆講師　茶木広良さん
　（（社）日本ダンススポーツ連盟公認）
◆服装　普段着、運動靴
◆申し込み　当日、会場で申し込みを受け付けます。
◆問い合わせ先
・茶木（℡【幕】56-3286）
・小岩（℡【幕】22-5229）

合併５周年記念

お楽しみ交流バレーボール大会

◆日時　２月26日◯日午前９時～
◆場所　札内スポセン
◆チーム編成　当日、抽選により男女混成チーム
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17日◯金

◆その他　参加賞とお楽しみ抽選会があります。
◆問い合わせ・申込先
　町バレーボール協会事務局・坂口
　(℡【幕】54-3091 夜間のみ)

第７回幕別町冬季テニポン交流大会

◆日時　２月14日◯火

・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　札内スポセン　
◆競技種目　ダブルス
・一般の部（男女）
・２部（初心者・シニア男女）
※予選はリーグ戦・決勝はトーナメント戦
◆参加料　300円（当日納入）
◆申込期限　２月６日◯月

◆問い合わせ・申込先
　町テニポン協会事務局・佐野
　（℡・FAX【幕】56-4792）

第32回町民スキー大会

◆日時　２月12日◯日

・受付　午前８時30分～９時
・開会式　午前９時30分～
◆場所　明野ケ丘スキー場
◆種目　滑降・回転
◆参加料　
　小・中学生　　500円
　高校生以上　1,000円
◆申込方法
　２月９日◯木までにスキー協会事務局・妹尾へ
　（当日申し込み可）
◆主催　幕別町スキー協会
◆問い合わせ先
　町スキー協会事務局・妹尾
　（℡【幕】55-2982）



催し（イベント）

25 Makubetsu
2012.2

◇ダンボールそりによる競技

◇来場者参加ゲーム◇来場者参加ゲーム
☆忠類埋蔵金拾い（大人の部・子どもの部）
☆パフォーマンス部門大賞予想ゲーム
　１位を当てると抽選で、アルコ236ペア宿泊券をプレゼント。

第29回 忠類ナウマン全道そり大会
HAPPY スノーフェスティバル 2012２月19日◯日 

◆問い合わせ先
　忠類ナウマン全道そり大会事務局
　℡【忠】8-2141　Fax【忠】8-2834
　E-mail　churui@rose.ocn.ne.jp

「幕別～札内～会場」間
　　連絡車両を運行します！
【行き】
　役場発　　　午前８時30分
　札内支所発　午前８時50分
　会場着　　　午前10時
【帰り】
　会場発　　　午後２時
　札内支所着　午後３時10分
　役場着　　　午後３時30分
※バスの乗車人数に制限があ
りますので事前に申し込み
を受け付けます。

◆申込期限　２月15日◯水水
　午後５時30分まで
◆申込先　商工観光課
　（℡【幕】54-2703）

◇来場者参加ゲーム

☆当日は、スキー場のリフトとレンタルスキーが無料！
☆スノーラフティング体験も、１回100円で行なっています。（午前10時～午後１時30分）
☆売店もたくさん出店します。（午前10時～午後１時30分）

 忠類白銀台スキー場特設会場 
 受付開始 / 午前８時 30 分～　開会式 / 午前９時 30 分～　競技開始 / 午前 10 時～

ダンボード１on １　
　タイムアタック部門

優勝賞金３万円

転ばずに最後ま

で滑れるか！

優勝賞金 15万円
＋

その他副賞盛たくさん

乗員のパフォーマ

ンスも加点対象！

パフォーマンス部門 スピード部門

優勝賞金７万円
＋

アルコ２３６宿泊券

風になれ！

◇雪上アトラクション

人間ボーリング部門

当日、参加申し
込みできます。

◆問い合わせ先◆問い合わせ先

◆タイムスケジュール（目安）
午前９時30分～　開会式
午前10時　　～　ダンボード部門
午前10時30分～　スピード部門
午前11時　　～　人間ボーリング
午前11時40分～　コース開放そり滑り
正午　　　　～　パフォーマンス部門
午後１時　　～　忠類埋蔵金拾い
午後１時20分～　表彰式
午後１時30分～　閉会式

シルバーふれ愛まつり

◆日時　３月２日◯　金金 午前10時～午後４時15分
◆場所　百年記念ホール
◆内容　芸能発表、みんなの参加コーナー、作品展示
◆主催　老人クラブ連合会
◆問い合わせ先　老人クラブ連合会事務局　（℡【幕】54-3811）
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百年記念ホール
編集　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

【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

　クラリネット、チェロ、
ピアノ　いずれも十勝を
代表する名手によるコン
サートです。
【出演】
原　哲哉（クラリネット）
佐藤祐一（チェロ）
波塚三恵子（ピアノ）
　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）

　クラシックか
らポップな曲ま
で吹奏楽をたっ
ぷりと。家族そ
ろって楽しめる
コンサートです。
【出演】
十勝ウィンドシンフォニー・江陵高校吹奏楽部・
白樺高校吹奏楽部

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　入場無料

　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。
　今回は特別ゲストとし
て、さまざまなアーティス
トと共演されているボーカル、藤原美穂さんの出
演も決定！お見逃しなく。

◇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
　好評発売中！

2/12
◯日日

2/18
◯土土

2/19
◯日日

バレンタインコンサート 2012
Tokachi music legend

クラシックの杜　Vol.13
十勝の名手達シリーズ

燦燦 MUSIC　Vol.39
十勝ウィンドシンフォニーWith 江陵高校＆白樺高校コンサート

　今年もやります10時間ノンストップ
LIVE!
　十勝管内で活動する年代、ジャンル
の異なるバンド17組が集結、熱いLIVE
を家族そろって、たっぷりとお楽しみ
ください。フードコーナーもありま
す！

◇開演　午前11時～　
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 500 円
　　　　 　（高校生以下無料）

　アマチュアバンドフェスティバル
　まっくストック 2012

3/25
◯日日

　三味線の音色に魅せら
れ、津軽三味線・日本民
謡の研究伝承と発展を目
的に十勝を中心に活動を
行う加藤流三絃会。
　三味線と民謡を存分に
お楽しみください。

◇開演　午後２時～
◇場所　ふれあいセンター福寿
◇チケット　入場無料

2/18
◯土土 加藤流三絃会 忠類公演

4/ １
◯日日

綾戸智恵
コンサート

◇開演　午後３時30分～
◇チケット一般発売日日
　２月10日◯金
　午前10時～
　（5,500円）

※２月10日◯金の一
般発売はローソ
ンチケットのみ
の販売です、窓
口での販売はあ
りませんのでご
了承ください。



幕別町図書館　℡【幕】54-4488
札内分館    　℡【幕】56-4888
　（百年記念ホール内）
忠類分館　      ℡【忠】８-2910
　（ふれあいセンター福寿内）
《休館日》
・毎週火曜日
・図書整理日
　　（毎月月末、今月は 2/29）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
　■休館日
　■札内分館夜間延長（午後８時まで）

◇おはなし会
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　三冊堂へようこそ！
　ホームページをリニューアルしてでき
たサイト、「三冊堂」。
　一つのテーマを三冊で紹介する三冊堂
の展示を始めます。
　期間　２月１日◯水～４月29日◯日
　場所　全館
◆あなたが選んだおすすめの３冊も教えて

ください。「三冊堂コラム」に加えさせ
ていただきます。

新着図書

（図書の一部を掲載しています。）

一般書
心のポケットに入れておきた
い名言手帳

竹内 政明

「ヤミツキ」の力 廣中 直行
桶狭間は晴れ、のち豪雨で
しょう

松嶋 憲昭

日本人はなぜ戦争へと向かっ
たのか戦中編

NHK 取材班

十字軍物語 3 塩野 七生
それでも、自転車に乗ります
か ?

佐滝 剛弘

楽しく学ぶ書道入門百人一首 鈴木 小江
日本のデザイン 原 研哉
文学
春待ち海岸カルナヴァル 木村 紅美
御隠居忍法刺客百鬼 高橋 義夫
森崎書店の日々続 八木沢 里志
利他 稲盛 和夫
奇縁まんだら終り 瀬戸内 寂聴
女の悩みはいつもマトリョー
シカ

室井 滋

巴里茫々 北 杜夫
ジョン・マン大洋編 山本 一力
真夜中の手紙 宮本 輝
売り出された花嫁 赤川 次郎
富士五湖氷穴の殺人 梓 林太郎
北の五稜星 植松 三十里
猫柳十一弦の後悔 北山 猛邦
晩節 佐伯 泰英
第四の壁 堂場 瞬一
流燈記 三浦 哲郎
嘆きの美女 柚木 麻子
夢の花、咲く 梶 よう子
追悼 小松 左京
雨の背中 中場 利一
キングを探せ 法月 綸太郎
君は鷽つきだから、小説家に
でもなればいい

浅田 次郎

下山の思想 五木 寛之
解錠師 スティーヴ　 

ハミルトン
みんなの図書室 小川 洋子
面白くてよくわかる !古事記
もういちど生まれる 朝井 リョウ
あるじは秀吉 岩井 三四二
だれかの木琴 井上 荒野
お別れの、そのあとで 伊藤 たかみ
人生に七味あり 江上 剛
野いばら 梶村 啓二

極北ラプソディ 海堂 尊
処断 潜入捜査 今野 敏
最後の恋プレミアム 阿川 佐和子
銀婚式 篠田 節子
史記 6 北方 謙三
加藤清正虎の夢見し 津本 陽
さむらい 鳥羽 亮
アンチェルの蝶 遠田 潤子
魴【ボウ】記 中川 昭雄
暗闇で踊れ 馳 星周
しあわせのパン 三島 有紀子
望月のあと 森谷 明子
怪談 柳 広司
京都魔王殿の謎 吉村 達也
いのちの理由 さだ まさし
山本周五郎戦中日記 山本 周五郎
気仙沼に消えた姉を追って 生島 淳
星月夜 伊集院 静
かなたの子 角田 光代
不惑剣 高橋 克彦
きれいごと 大道 珠貴
地下の鳩 西 加奈子

冬姫 葉室 麟
草原の風下 宮城谷 昌光
翁 -OKINA 夢枕 獏
児童書
10 分で読める !教科書に出て
くる歴史人物物語江戸編
源平争乱群雄ビジュアル百科
平清盛 三田村 信行
ずかんプランクトン 清水 洋美
14 歳の生命論 長沼 毅
絶滅の大研究 丸岡 照幸
クレヨン王国の十二か月 福永 令三
ミラクル☆コミック 5 松田 朱夏
パスワードのおくりもの new 松原秀行
またおいで もりやま　

みやこ
グレッグのダメ日記 ジェフ キニー
絵本
あらいぐまのおふろやさん 花之内 雅吉  
おこさまランチランド 丸山 誠司
おてがみでーす ! くすのき　

しげのり
北風ふいてもさむくない あまん きみこ
のりものの本

ちるどらん
・２月９日◯木　午前10時
　幕別町図書館研修室
ババール
・２月25日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール視聴覚室
あっちこっち紙芝居
・２月４日◯　土 午前11時
　　　18日◯　土 午前11時
　札内分館
おはなしの小箱
・２月22日◯水　午前10時30分
　ふれあいセンター福寿
おはなしのたね
・２月24日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

図書特別展示《全館》
・おやおや、ここにもオニがいる！
　２月１日◯水～27日◯月
ふらっとあーと《本館》
・互助会写真クラブ　写真展
　２月１日◯水～27日◯月

◇展示コーナー


