
お知らせ

５月の行政相談

◆日時　５月17日◯木　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)
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５月の人権相談

◆日程　５月17日◯木　午後１時～３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　明石裕元さん、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）

道東一斉すずらん無料法律相談のお知らせ

　釧路弁護士会では、道東一斉無料法律相談を実
施します。相談は無料ですが予約が必要ですので、
ご予約の上、当日会場へお越しください。
◆相談日時　５月15日◯火　午前９時～午後５時
※予約開始５月１日　午前９時～
◆場所　幕別町民会館、札内福祉センター
◆相談担当者
　幕別会場　鈴木茂雄 弁護士
　札内会場　山口耕司 弁護士
◆相談内容　金銭、交通
事故、土地建物、夫婦
関係、相続など

◆主催　釧路弁護士会
◆問い合わせ・予約先　
　総務課総務係
　（℡【幕】54-6608）

「幕別町地域材利用推進方針」を策定しました

　町では平成22年10月に制定された「公共建築物
における木材の利用の促進に関する法律」に基づ
き、木材の利用を推進するための「幕別町地域材
利用推進方針」を制定しました。
　この方針は、北海道内の森林から産出され、道
内で加工された木材を「地域材」と位置付け、そ
の利用を促進することが森林資源の循環利用によ
る林業の再生や地域の活性化、地球温暖化の防止
等に貢献するものとして、公共建築物をはじめ住
宅や民間事業所などの幅広い分野での地域材の利
用を促進することとしています。
◆方針の概要　
・町は低層の公共建築物について、可能な限り木
造化を図る。

・町は、中高層・低層に関わらず、内装等の木質
化が適切と判断される部分の木質化を図る。

◆閲覧場所　役場農林課、札内支所、糠内出張所、
忠類総合支所

◆閲覧時間　午前８時45分～午後５時30分まで
　　　　　　（町ホームページでも閲覧できます）
◆問い合わせ先　農林課林務係（℡【幕】54-6605）

平成24年度幕別町発注予定工事等を公表します

　町が平成24年度に発注する工事等の見通しを閲
覧できます。（内容は、公表時点での概要であり、
変更となる場合があります。）
◆閲覧場所　役場総務課
◆閲覧期間　平成25年３月29日◯金まで
◆閲覧時間　役場開庁時間内
◆その他　公表内容は町ホームページにも掲載し
ています。
◆問い合わせ先　総務課管財係（℡【幕】54-6608）

コンポスト・電動生ごみ処理機購入助成を
終了しました

　生ごみの減量化・堆肥化施策として実施してき
ました標記事業は平成23年度をもちまして終了し
ました。
◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）

『野焼き』は禁止されています

　野焼きは、ダイオキシンの発生や火災の危険性
など、多くの人の迷惑になるのでやめましょう。
また、屋外での焼却は法律で禁止されています。
違反すると、５年以下の懲役、1,000万円以下の罰
金、またはこの両方となります。
◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）

クリーンウォークとかちが開催されます

　札内川の河川敷に不法投棄されたごみを拾う「第
12回クリーンウォークとかち」が開催されます。
◆日時　５月26日◯　土 午前９時～11時40分（雨天
の場合は27日）

◆場所　愛国大橋河川敷特設会場
◆送迎バスの運行　当日は忠類総合支所前（午前
７時15分発）、役場前（午前８時発）、札内支所
前（午前８時15分発）からバスが現地まで送迎
します。（雨天順延の場合は現地集合）

◆申込期限　５月23日◯水水

◆申し込み先　手づくりのまち推進委員会事務局
（企画室内・℡【幕】54-6610）
◆問い合わせ先　クリーンウォークとかち実行委員

会（事務局㈱ティワイネット内・℡0155-67-5571）
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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24年４月９日　匿名　５万円

使用済小型電子・電気機器回収ボックスを
ご利用ください

　「燃やせないごみ」のうち小型電子・電気機器
を、ごみ減量と希少金属類のリサイクルを目的と
して回収ボックスを設置しましたのでご利用くだ
さい。
◆設置場所
　役場１階ロビー、札内支所、忠類総合支所１階
◆回収方法　回収対象品目を設置場所の回収ボッ
クスに入れてください。（20cm×30cmの投入口
に入る大きさものに限ります。）

◆回収対象品目　電話機、携帯電話、ＣＤ・ＭＤ
音楽プレイヤー、ビデオカメラ、デジタルカメ
ラ、ＤＶＤデッキ、ゲーム機、電卓、電子手帳、
電子辞書、携帯ラジオなど。

※付属品の充電器、ＡＣアダプター、接続コード、
リモコン、小型ヘッドホン、各種メモリー（Ｕ
ＳＢメモリー、ＳＤカードなど）などを含みま
す。

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）

日本赤十字社救急法救急員資格継続研修の開催

◆日時　６月３日◯日　午前９時30分～午後３時
◆会場　百年記念ホール講堂
◆内容　赤十字救急法、一次救命処置、応急手当
◆対象　平成19年４月以降赤十字救急法救急員の
資格を取得して２年以上経過した方（資格の有
効期限を迎える月の末日までが受講期限です。）

◆定員　20人（先着順・定員になり次第締め切り。）
◆持ち物　救急員認定証、三角巾２枚、保護ガー
ゼ、筆記用具と昼食

◆受講経費　1,150円（教本、教材代実費、保険料）
◆申込期限　５月18日◯金

◆問い合わせ先　日本赤十字社幕別町分区（保健
福祉センター内・℡【幕】54-3811）

幕別町都市計画マスタープランを見直しました

　幕別町都市計画マスタープランは、都市計画の基本的な方針として平成15年10月に策定しました。
その後、旧忠類村との合併やまちづくりに関する法律の改正、少子高齢化や社会経済情勢の変化な
ど、まちづくりを取り巻く環境が大きく変化しています。このことから、都市づくりの現状と課題
を再度検証し、新たな時代環境に対応した都市づくりの方針として改訂（中間見直し）を行ないま
した。

【土地利用の方針】
●宅地として十分な利用が図られていない土地の利活用

に向けた検討を進めます。
●空き地や空き家となってしまった土地・建物の利活用

に向けた検討を進めます。
●主要幹線道路沿道には沿道サービス機能の向上を図り、

利便性の高い魅力ある商業地の形成を図ります。
●国道38号（千住地区）や札内新道（依田・西和地区）

の主要幹線道路沿道については、地域資源を活用した
工業系業務施設の立地動向や必要性を見極めながら、
周辺環境に配慮した適切な土地利用を図ります。

●市街地周辺や郊外地の農地については、適切な維持・
保全に努めるとともに、農業振興地域の白地地域につ
いては秩序ある都市的土地利用を図ります。

【都市施設等の整備方針】
●通学路や生活道路など、必要となる道路整備の計画的

な推進に努めます。
●主要幹線道路である中央通（国道38号）の四車線化促進、

圏域環状道路（札内新道）の延伸計画の検討を進めます。
●迅速かつきめ細かな除排雪体制の確保と、長寿命化や

改築等により安全・安心な都市づくりを進めます。
●コミバスなど、今後における公共交通機関のあり方の

検討を進めます。
●公園施設長寿命化計画に基づき、計画的な改修を進め

ます。
●財政状況に配慮し、公園管理の経費低減に努めます。
●住民と行政の協働による緑豊かな幕別町を創造してい

きます。
●下水水道施設の計画的な改築・更新と、都市の防災機能

及び環境機能の向上に務めます。
【安全安心な都市づくりの方針】
●公共建築物の計画的な耐震化に努めます。
●街路灯・防犯灯の整備や、地域における自主的な防犯

活動の支援を図ります。
●災害時における地域住民との連携強化を図ります。

※幕別町都市計画マスタープランは、町のホームペー
ジに掲載しています。

[URL] http://www.town.makubetsu.lg.jp/
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部都市計画課都市整備係）中村 優一 

▲

同同建築係（同同建築
係）榎本 浩志 

▲

建設部都市施設課住宅係（建設部施設課住宅
係）山田 慎一 

▲

同同同（同同同）金野 克典 

▲

水水道部水水道課
庶務係（教育委員会学校教育課総務係兼学校教育係）笹谷 華鈴 

▲

出納室会計課会計係兼審査係（総務部札内支所住民係）広田 
瑞恵 

▲

忠類総合支所地域振興課地域振興係（忠類総合支所住民
課住民係兼環境防災係兼税務係）山田 博昭 

▲

同同同（同経済
建設課農業振興係兼牧場係兼商工観光係兼土木管理係兼施設管
理係）近村 優介 

▲

同同税務管財係（同地域振興課管財係兼地
域振興係）佐瀨 洋美 

▲

同同住民生活係（同住民課環境防災係
兼住民係兼税務係）米谷 倫幸 

▲

同経済建設課産業振興係兼牧
場係（同経済建設課農業振興係兼牧場係兼商工観光係兼土木管
理係兼施設管理係）鳴海 走也 

▲

同同建設管理係（同同土木管
理係兼農業振興係兼牧場係兼商工観光係兼施設管理係）辻田 昌
功 

▲

同同同（経済部商工観光課観光労働係兼商工振興係）田井 
直子 

▲

教育委員会へ出向（同総務課総務係）工藤 奈緒 

▲

同
（民生部福祉課社会福祉係兼障害福祉係）川岸 香太郎 

▲

同（新
採用）山元 和馬 

▲

議会事務局へ出向（忠類総合支所経済建設
課施設管理係兼農業振興係兼牧場係兼商工観光係兼土木管理係）
菅原 美栄子 

▲

農業委員会へ出向（民生部町民課環境衛生係）　
川本 貴士 

▲

総務部付・厚生労働省へ派遣（農業委員会農地振興
係）佐々木 哲也 

▲

総務部付・北海道へ派遣（教育委員会学校教
育課総務係）吉仲 有希

＝　幕別町教育委員会発令　＝
■課長職

▲

生涯学習課長兼生涯学習係長（建設部施設課長）澤部 紀博 

▲

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（経
済部商工観光課主幹兼企業誘致係長）坂口 惣一郎 

▲

図書館長
兼図書館図書係長兼図書館忠類分館図書係長（図書館長兼図書
館忠類分館図書係長）長谷 繁 

▲

幕別町へ出向（生涯学習課長
兼生涯学習係長）中川 輝彦 

▲

同（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）稲田 和博　

■係長職▲
図書館札内分館図書係長（図書館図書係長）菅原 健一

■係職
▲

学校教育課総務係（総務部総務課総務係）工藤 奈緒 

▲

同総
務係兼学校教育係（新採用）山元 和馬 

▲

図書館図書係（民生
部福祉課社会福祉係兼障害福祉係）川岸 香太郎 

▲

幕別町へ出
向（学校教育課総務係）吉仲 有希 

▲

同（同総務係兼学校教育係）
笹谷 華鈴

＝　幕別町農業委員会発令　＝
■係長職

▲

忠類支局農地振興係長（忠類総合支所経済建設課施設管理係
長）伊藤 憲彦 

▲

幕別町へ出向（忠類支局農地振興係長）廣瀬 
紀幸
■係職

▲

農地振興係（民生部町民課環境衛生係）川本 貴士 

▲

幕別町
へ出向（農地振興係）佐々木 哲也

＝　幕別町議会発令　＝
■課長職

▲

議事課長（水水道部水水道課水水道工務係長兼管理係長）萬谷 司 

▲

幕別町へ出向（議事課長）仲上 雄治　

■係職

▲

庶務係兼議事係（忠類総合支所経済建設課施設管理係兼農業
振興係兼牧場係兼商工観光係兼土木管理係）菅原 美栄子 

▲

幕
別町へ出向（庶務係兼議事係）田村 真由美
【退職】平成24年３月31日付

▲

企画室長 堂前 芳昭 

▲

建設部長兼水水道部長 髙橋 政雄 

▲

会
計管理者兼出納室長 新屋敷 清志 

▲
経済部商工観光課長 八代 

芳雄 

▲

同土地改良課長 所 拓行 

▲

東十勝消防組合消防次長兼
総務課長 橋本 孝男 

▲

経済部農林課林務係長 加納 俊男 

▲

教
育委員会図書館札内図書係長 細川 健二郎 

▲

出納室会計係長 
佐藤 礼子 

▲

民生部こども課子育て支援センター保育所長 西垣 
くら 

▲

忠類総合支所保健福祉課保健予防係長 川島 茂智子 

▲

民生部町民課住民年金係 佐久間 百合子 

▲

総務部札内支所住民
係 長谷 陽子 

▲

民生部こども課幼児ことばの教室 居川 礼子 

▲
経済部農林課農政係 小笠原 保 

▲

民生部こども課札内南保
育所 逢坂 直美 

▲

同同幕別中央保育所 西田 志保
＝　東十勝消防事務組合発令　＝

■課長職

▲

消防次長兼総務課長（議会事務局議事課長）仲上 雄治 

▲

警防課長（警防課予防係長兼警防係長）土井 弘文
■係長職▲

警防課予防係長兼警防係長（幕別消防署警防課救急係長）
山畑 尚禎

＝　東十勝消防事務組合幕別消防署　＝
■課長職

▲

警防課長（札内支署長）高畠 政由 

▲

札内支署長（消防本部
警防課長）稲上 豊彦
■係長職

▲

消防課予防係長（消防課予防係）西岡 将文 

▲

警防課救急係
長（札内支署救急係長）廻渕 一茂 

▲

札内支署消防係長（忠類
支署警防係長兼機械係長）嶋津 和彦 

▲

同警防係長（忠類支署
救急係長）平川 正紀 

▲

同救急係長（札内支署救急係）花本 隆
範 

▲

忠類支署警防係長兼機械係長（消防課予防係長）丸岡 茂
文 

▲

同救急係長（札内支署警防係長）木幡 幸雄
■係職

▲

消防課消防係（警防課機械係）宮脇 慎二 

▲

同予防係（札内
支署予防係）石田 修作 

▲

警防課機械係（札内支署警防係）堀 
順一 

▲

札内支署予防係（消防課庶務係）小笠原 明 

▲

同救急
係（警防課救急係）坂本 直樹 

▲

忠類支署救急係（忠類支署救
急係）宮町 大輔 

▲

消防課庶務係（忠類支署警防係）嵯峨 正章 

▲

警防課救急係（忠類支署予防係兼保安係）朝倉 陽平 

▲

札内
支署機械係（札内支署救急係）野村 康太 

▲

同救急係（消防課
消防係）大竹 学 

▲

忠類支署予防係兼保安係（警防課警防係）
岩田 優一 

▲

同警防係（札内支署機械係）佐藤 恭兵 

▲

警防課
警防係 花田 惠祐（新採用） 

▲

札内支署警防係 宮川 史哉（新
採用）

【退職】平成24年３月31日付

▲

消防本部消防次長兼総務課長 橋本 孝男 

▲

幕別消防署副署
長兼警防課長 前川 明弘 

▲

幕別消防署札内支署消防係長 中澤 
弘志
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福祉課社会福祉係長）半田 健 

▲

同同幕別中央保育所保育士
長（同こども課札内南保育所保育士長）大前 美佐子 

▲
同同札

内南保育所保育士長（同同札内南保育所）土井 なおみ 
▲

同同
札内北保育所保育士長（同同幕別中央保育所保育士長）髙山 博
子 

▲

同同札内さかえ保育所保育所長（同同札内さかえ保育所保
育士長）折笠 啓子 

▲

同同同保育士長（同同札内北保育所保育
士長）菅野 陽子 

▲

同同子育て支援センター保育所長（同同幼
児ことばの教室保育所長）飛田 由美子 

▲

同保健課介護保険係
長（総務部税務課住民税係長）西嶋 慎 

▲

同同介護支援係長（民
生部保健課介護支援係）宮北 友理枝 

▲

同町民課国保医療係長
兼高齢者医療係長（同同介護保険係長）合田 利信 

▲

経済部農
業振興担当副主幹《農業振興公社》（農業委員会忠類支局農地振
興係長）廣瀬 紀幸 

▲

同農林課林務係長（建設部施設課住宅係
長）菅野 敦 

▲

同土地改良課管理係長兼農村整備係長（経済部
土地改良課農村整備係長）天羽 徹 

▲

建設部都市施設課計画係
長（建設部都市計画課計画係長）笹原 敏文 

▲

同同都市整備係
長（同同都市整備係長）松井 公博 

▲

同同建築係長（民生部こ
ども課保育係長）吉本 哲哉 

▲

同同住宅係長（企画室企画情報
担当副主幹）杉崎 峰之 

▲

水水道部水水道課水水道工務係長兼管理係
長（経済部土地改良課管理係長）島崎 武志 

▲

出納室会計課審
査係長兼会計係長（同地域振興課地域振興係兼管財係）中山 仁 

▲

忠類総合支所地域振興課税務管財係長（総務部税務課資産税
係）岩岡 夢貴 

▲

同同住民生活係長（民生部副主幹）安田 百合
子 

▲

同保健福祉課保健予防係長（同保健課介護支援係長）金田
一 宏美 

▲

同経済建設課産業振興係長（忠類総合支所経済建設
課農業振興係長）廣瀬 康友 

▲

同同建設管理係長（同同商工観
光係長）香田 裕一 

▲

議会事務局へ出向（水水道部水水道課水水道工
務係長兼管理係長）萬谷 司 

▲

農業委員会へ出向（忠類総合支
所経済建設課施設管理係長）伊藤 憲彦
■係職

▲

総務部総務課総務係（新採用）野口 千鶴 

▲

同同財政係（総
務部付・厚生労働省派遣）小野 敦 

▲

同同管財係（新採用）長谷
川 優 

▲

同税務課資産税係（新採用）坂本 竜巳 

▲

同同納税係
（議会事務局庶務係兼議事係）田村 真由美 

▲

同札内支所住民係
（水水道部水水道課庶務係）川瀬 真由美 

▲

同同同（総務部総務課
管財係）長田 麻衣子 

▲

企画室企画情報担当（同同財政係）酒
井 貴範 

▲

民生部福祉課発達支援センター（民生部こども課幼児
ことばの教室）常山 美恵子 

▲

同同同（同同同）鉾館 典子 

▲

同同同（新採用）田中 美佐 

▲

同こども課幕別中央保育所（民
生部こども課札内南保育所）羽賀 景子 

▲

同同同（同同札内さ
かえ保育所）植松 由貴 

▲

同同札内南保育所（同同同）松嶋 真
智子 

▲

同同同（新採用）澤邊 衣里香 

▲

同同札内さかえ保育
所（民生部こども課幕別中央保育所）鉾館 理華 

▲

同同同（新
採用）山崎 由衣 

▲

同保健課介護支援係（民生部保健課健康推
進係）　水野 弘子 

▲

同同健康推進係（新採用）片岡 美希　

▲

同町民課住民年金係（新採用）米澤 夏美 

▲

同同環境衛生係兼
交通防災係（新採用）松田 貴尚 

▲

経済部農林課農政係（建設
部都市計画課計画係）塚本 真敏 

▲

同同畜産係兼牧場係（新採
用）南 敦朗 

▲

同商工観光課観光労働係兼商工振興係（総務部
税務課納税係）楠 美智子 

▲

建設部都市施設課計画係（経済部
農林課畜産係兼牧場係）平井　慎也 

▲

同同都市整備係（建設

役場の組織機構が変わりました

　町では、組織機構を見直し、平成24年４月１日
付けで機構改革を行いました。
◆建設部
・都市計画課と施設課を統合し、名称を都市施設
課に変更しました。(℡【幕】54-6623)

◆民生部
・福祉課に発達支援センターを新設し、こども課
の幼児ことばの教室の業務を移管しました。

　(℡【幕】54-6533)
◆忠類総合支所
・住民課を廃止し、地域振興課に統合しました。
◆問い合わせ先　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

人事異動（４月１日付け）　（　）内は前職

＝　幕別町発令　＝
■部長職

▲

企画室長（忠類総合支所長）古川 耕一 

▲

建設部長兼水水道部
長（同地域振興課長）佐藤 和良 

▲

出納室長兼会計管理者（民
生部町民課長）川瀬 俊彦 

▲

忠類総合支所長（総務部税務課長）
姉﨑 二三男
■課長職

▲

総務部総務課長（経済部農林課長）菅野 勇次 

▲

同税務課長
（教育委員会生涯学習課長）中川 輝彦 

▲
民生部福祉課長（総務

部総務課長）田村 修一 

▲

同町民課長（民生部福祉課長）横山 
義嗣 

▲

同こども課長（同町民課国保医療係長兼高齢者医療係長）
山岸 伸雄 

▲

経済部農林課長（同こども課長）森 範康 

▲

同商
工観光課長（出納室会計課長）森 廣幸 

▲

同土地改良課長（建
設部土木課土木係長）坂井 康悦 

▲

建設部都市施設課長（同都
市計画課長）田井 啓一 

▲

出納室会計課長（出納室会計課審査
係長）阿部 麗子 

▲

忠類総合支所地域振興課長（忠類総合支所
保健福祉課長）原田 雅則 

▲

同保健福祉課長（教育委員会幕別
学校給食センター所長兼忠類学校給食センター所長）稲田 和博 

▲
教育委員会へ出向（建設部施設課長）澤部 紀博 

▲

東十勝消
防事務組合へ派遣（議会事務局議事課長）仲上 雄治
■課長補佐職

▲

経済部商工観光課主幹兼企業誘致係長（忠類総合支所住民課
税務係長兼住民係長）石野 郁也 

▲

建設部土木課主幹兼土木係
長（同経済建設課主幹兼土木管理係長）渡部 賢一 

▲

忠類総合
支所地域振興課主幹（同住民課主幹兼環境防災係長）鎌田 浩 

▲

教育委員会へ出向（経済部商工観光課主幹兼企業誘致係長）
坂口 惣一郎
■係長職

▲

総務部税務課住民税係長（経済部農業振興担当副主
幹《農業振興公社》）髙橋 修二 

▲

企画室企画情報担当副
主幹（建設部施設課建築係長）河村 伸二 

▲

民生部福祉課社会
福祉係長（忠類総合支所地域振興課管財係長）北原 正喜 

▲

同
同発達支援センター保育長（民生部こども課札内さかえ保育所
保育所長）中村 友子 

▲

同同発達支援センター保育士長（同同
幼児ことばの教室保育士長）辻 恵 

▲

同こども課保育係長（同
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狂犬病予防注射日程表　（幕別地区）
実施日 時間 実施場所

５
月
13
日
◯日
日

13:00～13:15 明野近隣センター
13:25～13:45 幕別北ふれあい交流館
13:55～14:10 南町公園
14:30～14:55 暁町公園
15:05～15:25 働く婦人の家
15:35～16:05 札内支所

５
月
15
日
◯火
日

９:40～10:05 古舞近隣センター
10:30～10:40 途別コミュニティ消防センター
10:45～10:55 途別第３会館
11:05～11:20 日新近隣センター
11:30～11:35 掛川牧場
11:50～11:55 依田公園（野球場）
13:10～13:20 依田近隣センター
13:45～14:10 稲志別近隣センター
14:25～14:40 千住西ふれあい交流館
14:55～15:10 相川担い手会館
15:20～15:35 相川北近隣センター

５
月
20
日
◯日
日

９:30～10:00 新北町近隣センター
10:10～10:40 札内北コミセン
10:50～11:10 北栄町近隣センター
11:20～11:50 桂町公園
12:00～12:30 あかしや近隣センター
14:00～14:25 緑央公園
14:35～15:00 幕別南コミセン
15:10～15:30 役場

５
月
22
日
◯火
日

９:40～10:00 駒畠公民館
10:15～10:20 中里近隣センター
10:35～10:50 美川近隣センター
11:00～11:10 明倫近隣センター
11:45～12:00 糠内コミセン
13:20～13:40 新和近隣センター
13:55～14:10 大豊近隣センター
14:20～14:30 新川近隣センター
15:00～15:20 猿別近隣センター

狂犬病予防注射日程表　（忠類地区）

実施日 時間 実施場所

５
月
17
日
◯木
日

９:10～９:20 上忠類寿の家
９:40～10:00 西当寿の家
10:20～10:30 上当寿の家
10:35～11:00 予備（集団注射）
12:00～13:00 十勝農済南部事業所忠類分室
13:30～13:45 東宝会館
14:00～14:10 旧古里会館跡
14:30～14:40 晩成　和田利男宅
15:00～15:15 新生会館
15:30～15:40 幌内へき地保健福祉館
15:50～16:00 元忠類寿の家
16:10～16:20 元忠類　原宅前
17:00～18:00 忠類コミュニティセンター

５
月
18
日
◯金
日

９:10～９:30 本町せせらぎ団地　川瀬宅前
９:45～10:00 忠類体育館
10:10～10:30 ふれあいセンター福寿
10:40～10:50 商工会忠類支所
11:00～12:00 予備（集団注射）

猫は室内で飼うようにしましょう

　「隣の猫が庭に糞をして困る」といった苦情が
寄せられます。
　猫は餌が充分得られれば、特に広い生活空間は
必要としませんので、屋内で飼うようにしましょ
う。
　また、野良猫に餌を与えていて、その猫が周り
の方に被害を与えた場合は、餌を与えた方に賠償
責任が発生することがありますので、餌を与えな
いようにしましょう。
◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
　忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）

狂犬病予防注射と犬の登録

◆狂犬病予防注射　犬の飼い主は、飼い犬に狂犬
病の予防注射を年１回受けさせることが法律に
より義務付けられています。

　　次の日程で狂犬病予防注射を行いますので、
必ず受けてください。

○該当犬　生後91日以上の犬（室内犬も同じ）
○予防注射の費用　１頭　3,040円（注射料金
2,490円、注射済票交付手数料550円）

※お釣りのないようにご用意願います。
※動物病院などで実施済みの方は、注射済票交付
手数料のみがかかります。

※病気犬などの注射の有無は、事前に獣医師とご
相談してください。

◆犬の登録　新たに犬を飼われた方は、犬の登録
をしてください。

※登録は、１頭につき一度です。
※狂犬病予防注射の会場でも登録できますが、当
日は混雑が予想されるため、事前に町民課環境
衛生係、忠類総合支所地域振興課、札内支所で
登録されることをお勧めします。

○登録料　１頭　3,000円

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（電話【幕】54-6601）
　忠類総合支所地域振興課（電話【忠】8-2111）

　犬による事故は飼い主の責任になります。

・ 飼い主が変わったとき
・ 飼い主の住所が変わったとき
・ 飼い犬が死亡したとき

こんなときは届出をしてください
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公営住宅の入居者を募集します

◆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以内の方（詳細は、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
◆定期募集する住宅（②の住宅は、今回の募集で申し込みがなかった場合、随時、募集を受け付けます。）

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
①町営新緑町西 ２－８ １ ３DK S52

入居者負担
8,700円～17,200円

②町営泉町東 ２－６ １ ２DK S47 5,800円～10,900円
③町営旭町東 ２－203 ２ ２LDK H18

有 リース
19,700円～38,600円

④町営泉町 ２－203 ２ ３LDK H７ 23,000円～45,300円

◆随時募集中の住宅（入居申し込みがあった時点で、募集終了となります。）

随時募集する住宅 階数 間取り 戸数 建設年 浴槽 給湯設備 家　　賃
町営新緑町西 １－ 17 １ ３LDK １ S54 入居者負担 10,900 円～ 20,900 円

◆共通事項
　１　家賃は、世帯の収入・家族構成等により決定します。　
　２　３ＬＤＫは、家族３人以上が対象です。
　３　申し込み住宅は１戸とします。　
　４　犬・猫などは飼えません。
　５　駐車場は、１戸につき１台分です。
　６　家賃の他、給湯設備リース料、共用廊下電気料（共益費）が別途かかる団地があります。
◆定期募集期間　５月７日◯月～11日◯金

◆提出書類
・入居申込書
・申し込み世帯全員の収入を証明するもの（源泉徴収票、所得証明書、無職無収入申出書等）
・警察署長に意見を聴くことについての同意書
・申し込み世帯全員の住民票の写し（本籍の記載のあるもの）
・障がい者の方が世帯内にいる場合は、そのことを証明する書類（障害者手帳等の写し）
・母子世帯の方は、戸籍謄本（世帯構成が確認できるもの）
・その他世帯の状況により必要な書類があります。
※入居申込書は、申込先にあります。
※町ホームページからもダウンロードできます。
◆定期募集住宅の抽選会　５月23日◯水水午後２時（午後１時30分より受付）百年記念ホール　講堂
※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。
◆入居説明会　５月31日◯木　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※６月１日◯金から６月７日◯木までに入居願います。
◆申込先　都市施設課住宅係、忠類総合支所経済建設課建設管理係、札内支所
◆問い合わせ先　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

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。詳しくは問い合わせください。
◆募集案内の配付期間　５月11日◯金～28日◯月

◆申し込みの受付期間　５月25日◯金～28日◯月　
◆募集予定団地と公募予定戸数

募集する住宅 間取り 戸数 備考
道営若草団地 ３ＬＤＫ ２戸
道営あかしや南団地 ２ＬＤＫ ７戸 うち全面改善６戸
道営とかち野団地シルバーハウジング ２ＤＫ １戸

◆問い合わせ・申込先　（株）エーワンホーム(帯広市西８条南13丁目２番地)（℡ 0155-22-2013）
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幕別町歯科医師会実施
「フッ素の日」のお知らせ

　虫歯予防に効果的なフッ素塗布がフッ素の日に
あわせて特別料金で実施されます。
◆日程　６月１日◯金

◆対象　町内在住の幼児・児童
◆料金　１人500円（通常料金は、約1,000円です）
◆場所　下記の指定医療機関で実施されますの
で、予約の有無など不明な点は、各歯科医院に
お問い合わせください。

【フッ素のはたらき】　フッ素を歯の表面に塗るこ
とで、虫歯菌が出す酸に溶けにくい強い歯にな
ると考えられています。世界保健機関(WHO)や
日本歯科医師会などでも推奨されています。

介護予防生活実態調査（基本チェックリ
スト）にご協力ください

　町では、高齢者への介護予防事業への活用と今
後の保健福祉施策への反映のために、65歳以上の
方を対象に介護予防生活実態調査（基本チェック
リスト）を実施しますのでご協力をお願いします。
◆方法・対象

方法 年齢（平成25年3月31日時点）

郵送調査 65歳、70歳、75歳、80歳になられる方

訪問調査 82歳、84歳、86歳、88歳、90歳以上に
なられる方

※要介護・要支援認定を受けている方を除きます。
※地域の民生委員に記入方法の相談や改修の協力
を依頼しています。

◆調査実施機関
・幕別町地域包括支援センター
　　（保健課介護支援係）
・忠類総合支所保健福祉課保健予防係
・在宅介護支援センター幕別
　　（幕別町社会福祉協議会内）
・在宅介護支援センター札内
　　（特別養護老人ホーム札内寮）
◆問い合わせ先
　幕別町地域包括支援センター(保健福祉セン
ター内・保健課介護支援係　℡【幕】54-3811)

町立わかば幼稚園体験入園を実施します

　町立わかば幼稚園では、平成24年度第１回目の
「一日体験入園」を実施します。
　なお、第２回目は９月、第３回目は12月を予定
しています。希望される方は、事前にわかば幼稚
園まで連絡ください。
◆日時　６月１日◯金　午前10時～11時
◆場所　町立わかば幼稚園　
◆対象者　未就学児童がいる家庭で、体験を希望
される方　

◆内容　「園児と一緒に仲良く遊ぼう」
◆必要なもの　保護者、体験児共に上履きをご用
意いください。

◆問い合わせ・申込先
　わかば幼稚園（℡【幕】54-4223）

成人歯科健診を受診しましょう

　町では歯科健診費用の７割（70歳以上は９割）
を負担します。正しい口腔ケアで歯周病を予防し
ましょう。
◆対象　20歳以上の町民（平成24年度中に20歳を
迎える方を含む）

　※妊婦の方は年齢の制限はありません。
◆自己負担料金
　69歳以下　900円　　70歳以上　300円
※生活保護世帯の方は、無料です。
◆内容　虫歯・歯石・歯肉炎の有無、入れ歯の状態
などのチェックと歯科指導。

◆実施期間　平成24年４月１日～平成25年３月31
日までの指定医療機関の診療日

◆申し込み先　下記「フッ素の日」の記事中の指
定医療機関に予約してください。

※受診の際、保険証などの住所がわかるものをお
持ちください。（生活保護世帯の方は、保護手
帳をお持ちください）

※高橋歯科・小児歯科クリニックは予約の必要は
ありません。

◆問い合わせ先　保健課健康推進係（保健福祉セ
ンター内・℡【幕】54-3811）

　指定医療機関　

歯科医院名 電話番号
一宮歯科医院 【幕】54-2430
木下歯科医院 【幕】54-2228
大内歯科医院 【幕】56-5223
河原歯科クリニック 【幕】23-8148
國安歯科医院 【幕】56-6555
杉村歯科医院 【幕】56-6020
高橋歯科・小児歯科クリニック 【幕】56-7377
みずほ通り歯科クリニック 【幕】22-3118
村松歯科医院 【幕】56-3600
忠類歯科診療所 【忠】８-2443

献血のお願い

　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。
◆日時　５月14日◯月　午後１時30分～４時
◆場所　忠類農業協同組合　
◆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）
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児童扶養手当額が改定されました

　平成23年の全国消費者物価指数が、対前年比で0.3％下回ることが公表されました。児童扶養手
当の額は、この数値を基に定められていることから、平成24年度の手当額は、４月分（８月定時払
い）から減額となります。

◆支給額
　◯児童１人の場合（月額）

平成 24 年度 平成 23 年度
全部支給（月額） 41,430 円 41,550 円
一部支給（月額） 41,420 円　

～ 9,780 円
41,540 円　
～ 9,810 円

　※一部支給の額は、所得に応じ算定されます。

◯児童２人以上の加算額（月額）
　・２人目加算　５千円
　・３人目以降加算　３千円
※平成23年度から額の変更はありません。
◆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）

※　受給者が、里親や施設設置者の場合、所得
制限は適用されません。

※　所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の
合算した所得ではありません。

平成24年度からの児童手当

　平成24年４月１日から、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的に、子ども手当
制度にかわって、児童手当制度が始まりました。
◆支給対象　中学校修了前の児童（15歳に到達した日以降の３月31日までの間にある児童）を養育して
いる方が対象です。なお、国内に居住していることが要件となっています（ただし、留学中の場合は
除きます）。

◆手続き　平成24年３月末日において、子ども手当特別措置法の受給資格者は、原則として自動的に児
童手当の対象とみなす扱いとなりますので、新たな申請手続きは必要ありません。

　　ただし、出生や転入等によって、新たに幕別町で手当の認定を受ける場合は手続きが必要です。
◆手当の額　平成24年６月分(支給月：10月)から、所得制限が設けられます。なお、平成24年４月及び
５月分(支給月：６月)は、所得制限がありません。

　○平成24年６月以降の児童手当

区分
児童手当額

所得制限限度額未満の方 所得制限限度額以上の方
０～３歳未満 月額　15,000 円 ( 一律 )

月額　5,000円(一律)
３歳～
小学校修了前

第１子・第２子 月額　10,000 円

第３子以降
月額　15,000 円
※児童福祉施設に入所している場合や里親に委託さ
  れている場合は、月額　10,000 円

中学生 月額　10,000 円 ( 一律 )

　※４月・５月分は、全ての対象者に対し、この区分により支給します。
　○所得制限限度額表　　　　　　　単位：万円

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額（目安）
０人 622.0   833.3
１人 660.0   875.6
２人 698.0   917.8
３人 736.0   960.0
４人 774.0 1,002.1
５人 812.0 1,042.1

◆支払時期　原則として、６月及び10月、２月の10日（10日が土・日曜日または祝日の場合は、直前の平日）
に、それぞれ前月分までの手当を、受給者の口座に振り込みます。

◆現況届　児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況届」を提出しなければなりません。
　　現況届の提出がないと６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。なお、対
象者の方には、６月に郵送によりご案内します。

◆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）
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６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、忠類体育館で健康講座を開催しています。
◆開催日・開催内容

講座名 時間
開催日

トレセン会場 スポセン会場 忠類体育館会場 幕別町民プール
転倒しない体づくり 13:30～ ●月月 ４・11・18・25日 ●火火 ５・12・19・26日

enjoy!イキイキサーキット 19:30～
●火火 12・26日 ●月月 ４・11・18日
●木 ７・21・28日 ●金 １・15・29日

はじめてエアロビクス
14:00～ ●金 29日 ●水 27日
19:30～ ●火火 ５日 ●金 ８日・　●月月25日

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ ●水 13日
19:30～ ●木 14日 ●金 22日

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ●金 １・８・22日 ●水 ６・20日
ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～

 

●木 ７・14・21・28日

はじめてＡ
ア ク ア

ＱＵＡ
15:30～

 

●月月 11日
19:00～

 

●火火 19日

シェイプアップＡ
ア ク ア

ＱＵＡ 15:30～

 

●金 15日
 

●木 21日

※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）・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】８-2201/コミセン内・生涯学習係）

フラワーガーデンの花植えに参加しませんか

　町民の憩いの場である花壇に、あなたも花を植
えてみませんか？
　参加は自由で道具も用意します。
◆日時　５月26日◯土　午前10時～　※小雨決行、

雨天の場合は中止
◆場所　フラワーガーデン（札内スポーツセン
ター南側スマイルパーク内）

◆問い合わせ先
　土木課公園維持係（℡【幕】54-6622）

北海道知事杯 第26回パークゴルフ国際大会

◆開催日　6月17日◯日　雨天決行
◆場所　つつじコース、サーモンコース
◆募集人数　250人（先着順、定員になり次第締め切り）
◆参加対象　小学5年生以上　※愛好者であれば
協会、加盟団体等への登録の有無などは問いま
せん。介助が必要であればお申し出ください。）

◆競技方法　一般の部（満69歳まで）、シニアの
部（満70歳以上）、外国人の部、小学生の部（5
年生以上）、中学生の部、高校生の部

※小学生は18ホール、その他は36ホールのスト
ロークプレー

◆参加料
・シニア、一般　　2，000円
・外国人　　　　　1，000円
・小、中、高校生　　 無料

◆申込期限　5月31日◯木（必着）
◆申込方法　参加希望の部、氏名（フリガナ）、
性別、生年月日、年齢、住所、電話、FAX番号、小・
中・高校生は保護者名と押印・引率の有無を記載
の上、直接持参するか、郵便振替で申し込みく
ださい。

《郵便振替の方》
　口座番号「０２７７０－５－６６４５４」、
　加入者名「公益社団法人日本パークゴルフ協会」
※先着順で締め切るため、振り込む前に実行委員
会へご連絡ください。

※詳細はお問い合わせください。
◆問い合わせ先
　公益社団法人日本パークゴルフ協会「国際大会
実行委員会」（℡【幕】54-2260）

５月２日からチケット販売

　７月28日◯土開催のイースタン・リーグ公式
戦の北海道日本ハムファイターズVS東北楽天
ゴールデンイーグルス戦のイースタン・リー
グ公式戦チケットを５月２日から販売しま
す。チケット価格や販売店などについては、
別紙の折込みチラシでご確認ください。
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『やむわっか先生』大募集！
　町内在住の方で、特技や資格をお持ちの方、
講師として、いろんな方に学ぶことの楽しさを
教えてみませんか？詳しくは幕別町百年記念
ホールへお問い合わせください。

■問い合わせ・申込先
　百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

第1回町長杯　幕別町民パークゴルフ大会

◆日時　５月26日◯　土 午前８時受付
　（小雨決行、雨天の場合は現地で判断）
◆場所　白人の森コース
◆参加対象　幕別町民
◆参加料　１人500円
※申し込み時にお支払いください。
◆競技方法　個人戦（男・女）
◆主催　幕別町
◆主管　町パークゴルフ協会
◆申込期限　５月20日◯日

◆申込先
・クマゲラハウス（℡【幕】54-2289）
・札内スポーツセンター（℡【幕】56-4083）
◆問い合わせ先
　町パークゴルフ協会事務局(℡【幕】56-7356)

第26回町民ナイターソフトボール大会

◆日時　６月18日◯月～７月20日◯金

　　　午後７時30分～試合開始
◆場所　運動公園ソフトボール球場
◆対象　公区または近隣公区で編成するチーム。
・20代３人、30代４人、40代２人が常時出場。上位

の年齢が多くなる編成は認める。
・女性は、年齢・人数に制限なし。
※小・中・高校生は除く。
※年齢は５月１日現在の満年齢
◆参加料　１チーム6，000円
◆申込方法　５月25日◯金の午後７時から、町民会
館で行なわれる監督会議で受け付けます。

※選手名簿と参加料を持参してください。
◆問い合わせ先　ソフトボール協会事務局・関根
（℡【幕】54-3064）

第22回公区混成ソフトボール大会

◆日時　６月４日◯月～８日◯金

　　　午後７時30分～試合開始
◆場所　運動公園ソフトボール球場
◆対象　公区または近隣公区で編成するチーム。
※女性２人以上が常時出場、男性は５月１日現在
で満40歳以上であること。

◆参加料　１チーム6，000円
◆申込方法　５月18日◯金の午後７時から、町民会
館で行なわれる監督会議で受け付けます。

※選手名簿と参加料を持参してください。
◆問い合わせ先　ソフトボール協会事務局・関根
（℡【幕】54-3064）

教えの達人が、ご近所にいた！
『やむわっか先生』のホームメイド講座

日 時 内 容 講 師
５月31日◯木 ア ロ マ ハ ン ド ク

リーム＆陶器のよ
うなルームフレグ
ランス作り

吉秋保子さん

６月21日◯木 花柄デコパージュ
石鹸作り

木村清子さん

７月19日◯木 エコクラフトの籠
作り

山口奈美さん

８月23日◯木 一
いっ

閑
かん

張
ば

り作り 松川利雄さん

９月13日◯木 蝶のステンドグラ
ス作り

纐纈真由美さん

　午前10時～午後１時 （全5回）
◆場所　百年記念ホール学習室２（９月は絵画室）
◆対象　一般16人（応募者多数の場合抽選）
　　　※単発受講も可
◆受講料　2,500円（単発受講の場合は１回500円）
◆材料費　５月 700円、６月 500円、 ７月 1,000
円、８月 500円、９月 1，500円

◆持ち物　詳細は後日連絡します。 
◆申込期限　講座開始日の1週間前

ピンボケ写真よ、さようなら！
基礎から学ぶデジカメ講座

日 時 内 容
６月20日◯水水 写真を撮る前に基礎知識を学ぼう

自分のカメラを使いこなそう 1
６月27日◯水水 自分のカメラを使いこなそう 2
７月11日◯水水 光と構図を考えて写真を撮る！

７月25日◯水水 上達のための知識とテクニック

８月22日◯水水 被写体別の撮り方

８月29日◯水水 パソコンへの取り込み方、加工・編集

　午後７時～９時（全６回）
◆場所　百年記念ホール学習室２
◆講師
　辻 博希さん（広尾町在住、「office rera」主宰）
◆対象　一般　12人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　3,000円
◆持ち物　デジカメ（あれば説明書も）、筆記用
具など 

◆申込期限　講座開始日の１週間前
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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

　浜田省吾のコピーバンド「Home Bounds」を中
心に個性豊かなユニットが今年も集結！熱いス
テージをタップリとお楽しみください。
出演：Home Bounds、お父さんバンド、ぢんぢく、
　　　ソライロ風船　他

◇開演　午後６時 30 分
◇場所　百年記念ホール　講堂
◇チケット　入場無料

5/20
◯日日

燦燦 MUSIC    Vol.42
「Home Bound」の仲間達３

　ＧＷは百年記念ホールへ！今
年は、美味しいチョコレートタ
ワーが登場！外ではスピードガ
ンやストラックアウトなど出し
物満載～連休の〆は家族そろっ
てまったりとお過ごしください。
◇開演　午前10時～午後３時
◇場所　百年記念ホール全館
◇チケット　フード以外すべて無料

5/6
◯日日

子どもの日日スペシャル
百年記念“夢”ホール

　あのシンディー・ローバーが
こよなく愛する TOKU のフリュー
ゲルホーンとメロゥヴォイス。
北海道特別編成は名手を揃えた
スペシャルカルテット　極上の
AOR を！
◇開演　午後６時 30 分
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 5,000 円　発売中

5/12
◯土土 TOKU スプリングツアー 2012

　ホールですっかりお馴染、三角
堂の流さんによるliveを開催しま
す。今回はバンド構成に加えて
馬頭琴の嵯峨治彦さんもゲスト参
加！心温まるひと時をお過ごしく
ださい。

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール　（講堂）
◇チケット　全席自由 3,000 円 発売中

5/13
◯日日

流ワンマンライブ
『ごほうびのようなもの』　in 十勝

 ＣＭソングでおなじみ村
松健さんの変幻自在に展開
するピアノと奄美三味線を
堪能ください。22日には村
松さんによる三線ワーク
ショップも開催します。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール　大ホール
◇チケット　全席自由 2,000 円　発売中

5/26
◯土土

村松健　Piano Live
思いは海を越えて

　おまたせしました！まくべつ演
歌まつり、今回は北山たけし、北
川大介、走裕介のイケメン三人と
紅一点　武山あきよが登場！フ
レッシュなステージをたっぷりお
楽しみください。

◇開演　① 午後１時～　② 午後５時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席指定 4,500 円　発売中

6/9
◯土土 まくべつ演歌まつり 2012

　チェリノブイリ原発事故被災児を日本で保養さ
させる活動を長年続けてきた野呂さんをお招き
し、「チェリノブイリからフクシマへ～子供たち
を守るために大人ができること～」と題してお話
をうかがいます。

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール　講堂
◇チケット　入場無料

6/8
◯金金

今、知りたい放射能のこと
野呂美加　講演会

　7/8 のホールは一日ウルトラマン
の日！ライブショーの他ウルトラ
ヒーローとの握手会、限定グッズ販
売、写真パネル展、プレイスペース
など楽しさ満載です。家族お揃いで
おこしください。

◇開演　① 午前11時～　② 午後２時30分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席指定 2,500 円　5/20 発売開始

7/8
◯日日

再び登場！兄弟大集結　決戦 10 大戦士
ウルトラマン ライブ   EX　2012
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ちるどらん
・５月10日◯木　午前10時
　百年記念ホール視聴覚

ババール
・５月26日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール視聴覚

あっちこっち紙芝居
・５月５日◯　土 午前11時
　　　19日◯　土 午前11時
　札内分館
おはなしのたね
・５月18日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

図書特別展示《全館》
・金環日食を見よう！
　ほかにも色々、天文ショー
　５月２日◯水～30日◯水 

◇展示コーナー

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 5/31）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

５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 30 31

　■休館日
　■札内分館夜間延長（午後８時まで）

新着図書
【一般書】
小学生が大好きになる楽しい子
どもの本ベスト200

山本 省三

40歳から輝く男がしていること 川北 義則
こころをつよくすることば 武田 双雲
花を楽しむ地図 帝国書院編集部
世界史 上・下 ウィリアム・H・

マクニール
宮武外骨伝 吉野 孝雄
巨人たちの本棚 久我 勝利
独立行政法人をゆく
ほっかいどう お菓子グラフィ
ティー

塚田 敏信

日本の試練 櫻井 よしこ
レジーム・チェンジ 中野 剛志
「58 歳から 65 歳」こそ使えるハ
ローワーク徹底活用術 !

日向 咲嗣

ありがとう、金剛丸 桜林 美佐
子どもを蝕む空虚な日本語 齋藤 浩
知識ゼロからの喜ばれる贈り物
のマナー

岩下 宣子

雑草の呼び名事典 亀田 龍吉
すごい空の見つけかた 2 武田 康男
ときめく鉱物図鑑 宮脇 律郎
ぜんぶわかる骨の名前としくみ
事典

山田 敬喜

アトピー・ぜんそく・花粉症が
治る 100 のコツ

水嶋 丈雄

アルツハイマー病がわかる本 植木 彰
高齢者のためのかみやすく、飲
み込みやすいレシピ
今こそ、風力 山家 公雄
ポリ袋漬けのすすめ 荻野 恭子
おとなごはんと一緒に作るあか
ちゃんごはん

高橋 若奈

貯まる生活 林 總
クリーニングのプロが教える家
庭でできる洋服の洗い方とお手
入れ

古田 武

美味しい、おかゆ 帯津 良一
初心者でもつくれるプレミアム
料理
図解リンゴの整枝せん定と栽培 塩崎 雄之輔
百姓が地球を救う 木村 秋則
あなたのひとり旅 M・B・ゴフスタ

イン 画
フォトブックの作り方がわかる
本

MOSH books

親子でたのしむ手づくりおも
ちゃあそび

いまい みさ

まるごときせつの行事 コダシマ アコ
アイデアいっぱい !! 遊んで学
べる知育おもちゃ

寺西 恵里子

サインペンでイラスト がなはようこ :
ピポン

おりがみねじり折り プロジェクト F 
編

暮らしの折り紙 小林 一夫
初心者のためのギター・コード
講座 [2012]

自由現代社編集
部

はじめてのたのしいピアノの弾
き方 [2012]

自由現代社編集
部

身体 ( からだ ) で覚える ! 自然
な歌声

田中 房子

【文　学】
日は過ぎ去って僕のみは 北海道文学館 

編
李恢成の文学 北海道文学館 

編
一年四組の窓から あさの あつこ
愛について 白岩 玄
国境越え 椎名 誠
蛟堂報復録 7 鈴木 麻純
サクラ咲く 辻村 深月
長嶋少年 ねじめ 正一
今日のごちそう 橋本 紡
特等添乗員αの難事件 1 松岡 圭祐
パラダイス・ロスト 柳 広司
日本語の冒険 阿刀田 高
日本を、信じる 瀬戸内 寂聴
無菌病棟より愛をこめて 加納 朋子
桜舞う あさの あつこ
鼠、剣を磨く 赤川 次郎
震える牛 相場 英雄
夜鳴きめし屋 宇江佐 真理
炎上 遠藤 武文
緘黙 春日 武彦
隣之怪 木原 浩勝
限界集落株式会社 黒野 伸一
神様のラーメン 多紀 ヒカル
Happy Box 伊坂 幸太郎
衣更月家の一族 深木 章子
おれは清麿 山本 兼一
仙台ぐらし 伊坂 幸太郎
始末に困る人 藤原 正彦
まさき君のピアノ 橋本 安代
リスボンへの夜行列車 パスカル  メル

シエ

（図書の一部を掲載しています。）

　最高レベルをめざそう☆

　スタンプラリー

　　期間　５月２日◯水～11月29日◯木

　　本を借りると、「よむともカレンダー」にスタンプが押されま
す。30個（移動図書館での参加は10個）集めると、図書館の「よ
むともマスター」に！　マスターになった人には、オリジナルの
缶バッチをプレゼント。

幕別町図書館 検索図書館の情報満載。ホームページはこちら


