
お知らせ

８月の行政相談

◆日時　８月16日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　町民会館
◆行政相談員　松本茂敏さん
　(新町・℡【幕】54‐5267)

８月の人権相談

◆日程　８月16日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　町民会館
◆担当　桑谷昌芳さん、前川満博さん
◆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）
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平和と非核を願って 原爆パネル展を開催

　核兵器のない、平和で安全な世界の実現を願い、
パネル展を開催します。
◆期間　８月１日◯水～８日◯水

　　　　 午前９時～午後６時
※８月７日◯火は、休館日です。
◆展示場所　幕別町百年記念ホール（ギャラリー）
◆問い合わせ先
　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

古衣料・牛乳パック回収

　平成23年度の回収量は1,376㎏でした。
◆日時・場所
・８月23日◯木　午前８時30分～午前10時
　役場南側駐車場
・12月22日◯土　午前９時～午前10時30分
　札内福祉センター
・３月は忠類で回収します。
◆回収できるもの　綿50％以上で洗濯済の布、衣
類、タオルです。毛布は素材に関係なく回収し
ます。

◆回収できないもの　ジーパン等の厚地のもの
や、裏地のあるもの、靴下、50センチ四方以下
の小さなもの、汚れのひどいもの。

◆問い合わせ先
　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

廃てんぷら油回収

　平成23年度の回収量は1,518Ｌでした。
◆回収場所　役場、札内福祉センター、忠類総合
支所、幕別北コミセン、札内南コミセン

※回収できるものは植物性油です。（パーム油は
除く）容器はお持ち帰りです。

◆問い合わせ先
　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

幕別消防団連合演習を開催します

　消防団による演習を行います。ぜひご見学くだ
さい。
◆日時　８月26日◯日　午前９時
◆場所　幕別運動公園多目的広場
※連合演習に伴いサイレンを吹鳴します。
・午前６時50分（第２分団途別部、第３分団駒畠部）
・午前７時10分（第２分団札内部）
・午前７時30分（第３分団糠内部、忠類分団）
・午前８時10分（第１分団）
◆問い合わせ先
　幕別消防署消防課消防係（℡【幕】54-2434）

札内４線
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交差点変更のお知らせ

　住宅団地造成に伴い、交差点が変更になります。
◆変更日　８月６日◯月　午前11時～
◆変更場所
・札内４線
　Ｌ字型→Ｔ字型交差点に変更
・桂町団地道路６号　
　Ｌ字型→Ｔ字型交差点に変更
◆問い合わせ先　土木課管理係（℡【幕】54-6622）

戦後海外から引き揚げて来られた方へ

　終戦後、海外から引き揚げて来られた方が、税
関等に預けられた通貨・証券類をお返ししていま
す。詳しくは、お問い合わせください。
◆問い合わせ先
　釧路税関支署（℡　0154-22-3730）
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ちびっこ駅長を募集します

　駅ホームにおいて、「出発進行！」と元気に合
図をしてくれる「ちびっこ駅長」を募集します。
◆日時　９月１日◯土、２日◯日　午前11時～午前11
時30分

◆場所　ＪＲ幕別駅
◆募集内容　制服（110センチサイズ）が着用で
きるお子さん。

◆定員　各日２人（４人）
※応募が定員を超える場合は事務局で抽選を行い
ます。

◆応募方法　８月10日◯金金までに、電話でお申込み
ください。

◆問い合わせ・申込先　経済部観光振興担当（本
間）（℡ 【幕】54-6615）

フォトコンテストを開催します

　運行を記念して、昨年、運行した｢ＳＬとかち
号｣を撮影した写真のコンテストを行います。応
募作品は、ＪＲ池田駅で展示します。
◆応募資格　プロ、アマを問わずどなたでもご応
募いただけます。

◆テーマ　昨年
4 4

運行したＳＬとかち号を題材にし
たもの。ただし、鉄道用地内や立入禁止箇所な
ど、列車運行の妨げとなる場所や私有地で撮影
されたと主催者側で判断した写真については、
審査の対象外といたします。

◆撮影日時
　平成23年８月31日◯水～平成23年９月４日◯日

◆作品サイズ　Ａ４または四つ切(ワイド可)※組
写真や合成写真は不可。

◆応募方法　Ａ４または四つ切サイズにプリント
した作品の裏側に、指定の応募票を添付して送
付してください。なお、ホームページより応募
票のダウンロードが可能です。

　ＨＰ　http://www.kankou-ikeda.com/home.html
◆作品展示　平成24年８月31日◯金金～９月２日◯日

（ＪＲ池田駅ホーム跨線橋）
◆表彰
・最優秀賞　１点……十勝管内特産品の詰合せ
・優秀賞　　２点……池田町特産品の詰合せ
　　全ての応募作品の中から、審査メンバーが選
考します。入賞者には、直接通知します。また、
特設ホームページでも同時発表します。

◆応募期間　平成24年８月20日◯月（必着)
◆応募先　〒083-8650　池田町字西１条７丁目11
　ＳＬとかち号フォトコンテスト係宛

◆問い合わせ先　ＳＬとかち号フォトコンテスト
事務局（池田町観光協会　℡　015-572-2286）

「ＳＬとかち号」が走ります
　昨年に続き、今年も帯広駅から池田駅の間を往復運行します。幕別駅にも停車するため乗降が可能とな
ります。

運行についてのお願い

　沿線住民の皆さんには、ＳＬによる煙・騒音な
どが発生しますので、通過時間にあわせ、｢窓を閉
める｣｢洗濯物を干さない｣などのご協力とご理解
をお願いします。
◆運行日
◯試験運行　８月29日◯水～30日◯木

◯本運行　　８月31日◯金金～９月２日◯日（３日間）
◆運行時間（各日）
◯帯広駅発　　（午前10時55分頃）
　[札内駅通過]（午前11時02分頃）
　幕別駅発　　（午前11時14分頃）
　池田駅着　　（午前11時29分頃）
◯池田駅発　　（午後１時22分頃）
　幕別駅発　　（午後１時37分頃）
　[札内駅通過]（午後１時49分頃）
　帯広駅着　　（午後１時56分頃）

◆問い合わせ先　北海道旅客鉄道株式会社釧路支
社（℡ 0154-25-1683）

　営業運行終了翌日、団体臨時列車｢ＳＬとか
ち号｣が下記のとおり運転されます。
◆団体臨時列車運行日　９月３日◯月

◆運行時間
◯帯広駅発　　 （午前９時47分頃）
　[札内駅発車] （午前９時59分頃）
※運行上の都合で一時停車します。
　[幕別駅通過] (午前10時12分頃）
　池田駅着　　 （午前10時26分頃）
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選手 種目
開場日時　※８月

予選 準決勝 決勝

福島 千里

女子100m ４日 午前２時50分 ５日 午前３時 20 分

女子200m ７日 午前３時10分 ８日 午前４時10分 ９日 午前４時50分

女子4×100mリレー 10日 午前４時10分 － 11日 午前４時30分

※準決勝、決勝の出場がない場合は行いません。
※出場する組が決まっていないことから、開始時間を変更する場合があります。

◆会場　幕別町百年記念ホール講堂　◆問い合わせ先　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

みんなで応援しよう
福島 千里 選手を

パ
（大型の映像装置を利用して観戦）
ブリックビューイングを開催します

応援グッズ、飲み物を用意します
【写真提供】十勝毎日新聞社

　北海道電力による計画停電が実施された場合に備え、次の事項にご注意ください。

計画停電期間　７月23日◯月～９月14日◯金金

※土・日曜日、お盆期間（８月13日◯月～15日◯水）は除きます。

信号機の停止

　停止する信号機が
ありますので、交差
点を通行する時は、
歩行者や自転車の安
全を優先し、周囲の
安全を十分に確保し
てから、スピードを
落として通行してく
ださい。

街灯の消灯

　夕方から夜間にか
けての停電は、街灯
が消灯するだけでな
く、建物の明かりも
なくなり周囲がとて
も暗くなりますので、
明るい服装や反射材
の着用するなど、外
出に十分にご注意く
ださい。

出火防止

　照明の代わりにろ
うそく等を使用する
場合は、その場を離
れないなど、火災に
気をつけてください。

　アイロンや電子レ
ンジ等の電化製品を
使用中に停電した時
は、再通電に備え、
コンセントを抜いて
ください。

公共施設

　計画停電の対象と
なっている施設につ
いては、停電中は、
閉館となる場合があ
ります。

需給ひっ迫メール

　前日の午後６時頃に携帯電話、スマートフォ
ンに警報メールが配信されます。（PC も可）
　事前登録が必要です。
　登録サイト（国の節電ポータルサイト）
　URL　http://touroku.setsuden.go.jp

緊急速報メール

　計画停電の３～４時間前に、携帯電話、スマー
トフォンに自動的に配信されます。

　事前の登録は不要です。

◆主な注意事項

万が一の計画停電に備えて

※マウンテンバイクに出場する山本幸平選手は生放送
がないため、パブリックビューイングを行ないません。
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ともに創ろう協働のまちづくり

広げよう子ども健全育成の輪
　児童生徒の健全育成を願って、学校で指導している約束やきまりの概要を紹介します。
　子どもの成長には、保護者だけでなく、地域の大人みんながお手本・モデルとなり育てていくことが
大切です。子どもたちへの声かけなど、町民の皆さんの積極的なかかわりをお願いします。

生活

交通安全

その他

禁止事項

小学校 中学・高等学校

○一日一日を計画的に、家族の一員として楽
しく過ごそう。

○友達や地域の人と元気なあいさつをかわそ
う。

○友達のよいところを認め合い、助け合って
生活しよう。

○友達と仲良く安全な場所で遊ぼう。

○家庭・学校・地域社会に広く目を向け、社
会の一員としての意識をもって、有意義な
生活を過ごそう。

○場にあったあいさつや対応をしよう。
○命の大切さを自覚し、思いやりの心をもっ

て生活しよう。
○インターネットや携帯電話などの情報モラ

ルやマナーを身につけよう。

○交通ルールを守ろう。
○自転車は正しく乗ろう。

○心のふれあいを大切に、ボランティア活動
に積極的に参加しよう。

○地域の行事には、進んで参加しよう。

○心のふれあいを大切に、ボランティア活動
に積極的に参加しよう。

○多くの出会いの中で、自分の生き方を見つ
めよう。

○保護者同伴以外で遊技場などへ出入りする
こと。

○子どもだけで山や川へ行くこと。

○飲酒、喫煙、シンナー、各種薬物等。
○ 18 歳未満の立ち入り禁止場所への入場。

領域 
学校

ま

っ
く心の相談

室
青
少

年電話相談窓
口

お子さんの悩みごとなど気軽に相談ください

まっく・ざ・まっく
月～金曜日

10:00 ～ 16:00
℡【幕】56-7821

西尾峰明（札内北町）
℡【幕】56-8141

幕別町教育委員会
月～金曜日
8:45 ～ 17:30

℡【幕】54-2006

～ 幕別町児童生徒健全育成推進委員会

◎町内で不審者が出た場合は、学校・家庭・地域･関係機関が一体となって対策に取り組んでいます。
　不審者情報がありましたら、学校または教育委員会（【幕】℡54-2006 ･【忠】℡8-2111）へ早急にご

連絡ください。

齊藤雅晴（札内暁町）
℡【幕】56-6353

子どもサポーター電話相談

『いじめ』緊急メッセージ

幕別町教育委員会委員長　沖田　道子

　誰でも気軽に相談してください。
不安や悩みを一緒に解決しましょう。

　いじめている子、いじめられている子がいると気づ
いたら、勇気を持って声に出しましょう。
　私たちにあなたの声を届けてください。
　未来をになう皆さんが、生きるって素晴らしいと思
える人生を歩んでほしいと心から願っています。
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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、
話をしてみませんか。
◆日時　８月23日◯木　午後１時30分～３時
◆場所　保健福祉センター多目的ホール
◆定員　20人
◆対象　認知症の方を介護している家族の方
◆内容　在宅介護のあれこれ、介護者同士の交流
◆参加費　無料
◆申込期限　８月20日◯月

◆問い合わせ・申込先　幕別町地域包括支援セン
ター（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

介護やお年寄りのことなら地域包括支援センターにご相談ください
　地域包括支援センターは、主任ケアマネージャーや保健師が、介護に関することやお年寄りの相談
をお受けして、必要な情報やサービス、関係機関の紹介などをセンター職員が支援します。

介護
のこと

◇介護サービスや介護申請について、必要があれば訪問し、申請の代行ができます。
◇生活機能チェックにより、生活機能の低下が見受けられる方に、介護予防の教室を紹介します。
◇お年寄り向けの各種サービス（外出支援、軽度生活支援など）の相談、申請代行ができます

◇悪質な訪問販売の被害にあった時の対応について、消費生活相談等のご紹介ができます。
◇財産管理に心配があれば、成年後見制度のご紹介ができます。
◇高齢者への虐待が心配な時、警察や福祉施設と連携して、一時保護などの対応ができます。

◇お年寄りの安心できる地域づくりのために、医療機関や介護
福祉事業者、地域のケアマネのネットワークづくりを行いま
す。

◇近所の方からの、お年寄りの心配な様子の相談により、訪問するなどの対応ができます。
◇引っ越してきたばかりで知り合いが少ない方に、地域のお年寄りの交流の場の紹介ができます。
◇どこに相談していいかわからないお年寄りの困りごとを、解決できる方法を一緒に探します。

さまざまな

相談ごと

地域
づくりのこと

権利を

守ること

幕別町在宅介護支援センター（幕別）
◇幕別町社会福祉協議会ケアプランセンター
　（保健福祉センター内・℡【幕】55-3800）

幕別町地域包括支援センター
◇保健課介護支援係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）
◇保健福祉課保健予防係（忠類ふれあいセンター福寿内・℡【忠】8-2910）

幕別町在宅介護支援センター（札内）
◇札内寮介護サービスセンター
　（依田379番地・℡【幕】56-5698）

以下の機関でも、お年寄りの介護相談ができます。

がん検診受診促進講演会の開催について

　子宮頸がんに対する検診とワクチンによる予
防についての講演会が開催されます。
◆日時　９月12日◯水　午前10時～午前11時30分
◆場所　とかちプラザ１階大集会室
◆内容
①講演
・演題　「子宮頸がんを知ってください」
・講師　北海道対がん協会細胞診センター所長
　　　　藤田博正 氏
②がん予防パネル展
・解説者　北海道対がん協会釧路がん検診セン

ター事務長　若松邦子 氏　
◆問い合わせ先　十勝総合振興局子ども・健康推
進課健康増進係（℡0155-27-8638）

子ども支援何でも相談会

　就学前や就学後の子育ての悩み、高校進学や
就職等の将来に対する不安など、日ごろ心に引っ
かかっていることの『何でも相談会』を個別で
行ないます。
◆日時　８月９日◯木　 午後２時～午後５時
◆場所　百年記念ホール講堂
◆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）

▲相談の様子

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６月18日  野坂 幸市　様　10万円
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　平成25年度職員採用資格試験を次のとおり実施します。

職種 保健師職 保育士職 身体障害者対象職員
一般事務職（初級） 消防署職員

人員 １人 ２人 １人 ２人

受
験
資
格

① 　昭和57年４月２日以降に生まれた方
　昭和57年４月２日か
ら平成７年４月１日ま
でに生まれた方

　平成元年４月２日以
降に生まれた方

②

　保健師の有資格者、
または平成25年３月末
日までに資格を取得見
込みの方

　保育士・幼稚園教諭
の両方の有資格者、ま
たは平成25年３月末日
までに両方の資格を取
得見込みの方

　自力により通勤がで
き、介護者なしに一般
事務職としての職務の
遂行が可能である方

　救急救命士の有資格
者、または平成25年４
月末までに資格を取得
見込の方

③ 　普通自動車運転免許を取得、または平成25年
３月末日までに取得見込みの方

　身体障害者手帳の交
付を受けている方

　採用後、幕別町内に
居住できる方

④ 　日本国籍を有し、地方公務員法第16条の各号に該当しない方

⑤

　活字印刷文による筆
記試験および口述によ
る面接試験に対応でき
る方

　普通自動車運転免許
を取得されている方

⑥
　採用後、４年以内に
大型自動車運転免許取
得見込の方

試
験
方
法

一次
試験 一般教養・専門試験、論文試験、面接試験 筆記試験（高校卒業程

度）（教養・作文）
一般教養・論文試験・体
力試験

二次
試験 面接試験 個人面接 面接試験

試
験
日

一次
試験 10月４日◯木 10月15日◯月 ９月５日◯水

二次
試験 10月５日◯金金 10月16日◯火 ９月18日◯火

試験場所 幕別町役場 幕別町保健福祉センター
幕別消防署２階講堂、
体力試験は幕別農業者
トレーニングセンター

合格から採
用まで

　二次試験は、一次試験合格者のみ実施します。
　二次試験合格者については、後日行う健康診断などにより採否を決定します。　

採用予定日 平成25年４月１日◯月

救急救命士有資格の方
平成25年４月１日◯月
救急救命士資格取得見
込みの方
平成25年５月１日◯水

受験手続き
(申込書の
請求）

　①直接、請求する場合は、問い合わせ先に請求してください。
　②郵送により請求する場合は、あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（折らずにＡ
　　４版が入る大きさ）を必ず同封してください。封筒の表に朱書きで下記の職種を必ず明記し
　　てください。　
「職員採用試験申込書
請求〔保健師職〕」

「職員採用試験申込書
請求〔保育士職〕」

「職員採用試験申込書
請求〔障害者対象〕」

「職員採用試験申込書
請求」

申込書の
受付期間

　８月16日◯木～31日◯金金まで。
　※郵送の場合は、８月31日◯金金の消印まで有効。

８月６日◯月～17日◯金金ま
で。

問い合わせ
・申込先

　幕別町役場総務課総務係（℡【幕】54-6608）
　〒089-0692
　幕別町本町130番地

東十勝消防本部総務課
（℡【幕】54-2912）
〒089-0604
幕別町錦町90番地

平成25年度職員採用資格試験の実施について

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　８月10日◯金金～27日◯月

◆申込受付期間　８月24日◯金金～27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
※詳しくは、下記にお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）

－

－ －
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※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

成人式実行委員を募集します

　成人式の企画・運営をしてみませんか。
◆応募要件　興味・意欲のある方。年齢は問いま
せん。

◆会議　第１回実行委員会を９月上旬に予定して
います。（３回程度）

※成人式は、平成25年１月13日◯日に、町民会館で
行います。

◆申込期限　８月20日◯月

◆問い合わせ・申込先　
　教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

わかば幼稚園体験入園を実施します

　わかば幼稚園では、平成24年度第２回目の「一
日体験入園」を実施します。
　ご希望の方は、事前にお問い合わせください。
◆日時　９月12日◯水　午前10時15分～11時15分
◆内容　「園児や保育者と一緒に遊ぶ」
◆その他　
①保護者、体験児ともに上履きをご用意ください。
②次回は12月を予定しています。
◆問い合わせ・申込先　
　わかば幼稚園（℡【幕】54-4223）

９月の健康講座

◆開催日・開催内容

講座名 時間 トレセン スポセン

転倒しない体づくり 13:30～ ３、10、24日◯月 ４、11、18、25日◯火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 11、25日◯火 ６、20、27日◯木 ３、10日◯月 14、28日◯金金

はじめてエアロビクス
14:00～ 14日◯金金  26日◯水  

19:30～ ４、18日◯火 ７日◯金金 24日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～    28日◯金金 12日◯水

19:30～    13日◯木 21日◯金金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ７、21日◯金金 ５、19日◯水

講座名 時間 忠類体育館 忠類コミセン

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ 　 ６日◯木 13、20、27日◯木

【９月の忠類健康講座の会場変更について】　忠類中学校の文化祭準備のため、下記日程の会場が忠類体育
館から忠類コミニュティーセンターに変更となります。お間違えのないようお願い致します。

　◇変更となる日程　①９月13日◯　木 ②20日◯　木 ③27日◯木

※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）

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。
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まくべつ芸術祭の一般参加者を募集します

　10月28日◯日から11月４日◯日の日程で開催され
る、「まくべつ芸術祭」の一般参加者を募集しま
す。ご希望の方は、お申し込みください。
◆場所・内容
・札内東コミセン　ダンスの夕べ
・幕別町民会館　カラオケ
・百年記念ホール　作品展示、菊花展示、バレエ・
バトン発表会、一般舞台発表会、薄茶席

※詳細はお問い合わせください。
◆申込期限　８月16日◯木

◆問い合わせ・申込先　
・まくべつ芸術祭実行委員会
　（幕別文化協会事務局　平塚　℡【幕】56-2551）
・教育委員会社会教育係（℡【幕】54-2006）

第36回幕別町陸上競技選手権大会

◆日時　９月９日◯日　 ・開会式　　午前８時40分
　　　　　　　　　　・競技開始　午前９時～
◆場所　運動公園陸上競技場
◆参加料　１人300円（２種目）
◆申込期限　８月17日◯金金

◆申し込み方法　町内の各学校に配布する申込書
で申し込みください。個人で申し込まれる方は、
陸上競技協会事務局まで、直接ご連絡ください。

◆問合せ先　　陸上競技協会事務局　柿崎
　(℡・FAX【幕】54-2194)
※幼児の60メートル競
走を行います。（当日
受付・参加料無料）参
加される方は、当日
午前10時までにお越
しください。

普通救命講習会を開催します

◆日時　９月８日◯土　 午前９時～午後12時30分
◆場所　幕別消防署札内支署（札内中央町）
◆定員　20人
◆講習内容　心肺蘇生法、ＡＥＤの取り扱い、そ
の他応急手当

◆受講資格　18歳以上で幕別町内に在住の方、ま
たは、町内で就業している方

※新規受講者優先、希望者多数の場合は先着順
◆受講料　無料
◆募集期間　８月１日◯水～31日◯金金

◆問い合わせ先
・幕別消防署警防課救急係（℡【幕】54-2434）
・札内消防署救急係（℡【幕】56-2419）
・忠類支署救急係（℡【忠】8-2250）

夏の体験講座　
おしゃれなデコパージュ石けん作り！ 

◆日時　８月９日◯木　午前10時～11時30分 
◆場所　幕別町百年記念ホール　学習室１
◆講師　デコパージュ趣味の会（幕別町文化協会
加盟サークル）

◆対象　どなたでも参加可 （事前申し込み不要）
◆材料費　200円

七夕に手作りの飾りを作ろう！　
夏休みチャレンジ講座（七夕飾り作り） 

◆日時　８月１日◯水　午前10時～正午 
◆場所　幕別町百年記念ホール　ギャラリー
◆講師　松川利雄さん（町内在住）
◆対象　小学生以下　（事前申し込み不要）
◆受講料・材料費　無料
◆持ち物　特になし

敬老の日企画　
素焼きの湯のみに絵付けをしよう！ 

◆日時　９月２日◯日　午前10時～正午 
◆場所　幕別町百年記念ホール　陶芸室
◆講師　佐藤二三子さん（「アトリエ秋桜窯」代表）
◆対象　小学生以上 16人（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
◆材料費　200円（素焼き湯のみ、釉薬代など）
◆持ち物　エプロン、手拭タオルなど
◆申込期限　８月26日◯日

癒しの音に初挑戦！ 
初めてのクロマティックハーモニカ

◆日時　９月１日◯土、15日◯土、29日◯土、
　　　　10月６日◯土、13日◯土、20日◯土、
　　　　11月10日◯土、17日◯土、24日◯土、
　　　　12月１日◯土

　　　　午後２時～３時30分 （全10回）
◆場所　幕別町百年記念ホール　絵画室
◆講師　早川　健さん（クロマティックハーモニ
カ奏者）

◆対象　一般 12人（応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　一般5,000円
◆教材費　200円（楽譜代など）
◆持ち物　筆記用具、五線譜ノート、クロマティッ
クハーモニカなど　※クロマティックハーモニ
カの注文も受付けます。詳しくはお問合せを！

◆申込期限　８月22日◯水

■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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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

　地元十勝を代表するビッグバン
ド「ちばよしお＆ノーチェ・アミー
ゴ」と水森亜土のコラボレーション、
魅惑のスタンダードJAZZラテンナン
バーを、未来劇場ダンサーズの特別
出演は必見です！

◇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　全席自由2,500円（高校生以下無料）

　骨太ながらも精密な音楽と鮮明で
強烈なサウンドが各方面から注目を
浴びる。 ポップスからクラシックま
でジャンルを問わないレパートリー
をお楽しみください。

◇開演　午後７時
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　ホール、サロン、ぴあ、らいぶ
            全席自由 1,000 円高校生以下 500 円

　今年も飲んで食べて
踊って当たる　百年記念
ホールの盆踊りに集合！

17：30～子ども盆踊り
18：00～仮装、一般盆踊り
　　　（当日出場ＯＫ）屋台村あり
19：00～豪華大抽選会！

◇場所　百年記念ホール前　広場

～今年の夏もベンチャーズ～
8月の燦燦と言えばザ・ツイスターズ！今年も完璧
テケテケなベンチャーズーサウンドで暑さを吹き
飛ばします。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　入場無料

　「シートン動物記」の中でも、最高傑作とされ
る「狼王ロボ」を舞台化。狼たちと人間の戦いの
物語を、音楽の生演奏とダンサー達を交えた祝祭
的空間によって、魅力満載にお届けします。子ど
もたちと、かつて子どもだった大人たちのために。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由一般 1,500 円
　　　　　　中学生 1,000 円　小学生以下は無料

　今回の百年寄席は桂米朝
一門の若手、上方落語の名
跡三代目桂南天と、身長
182cm体重100kgの巨漢！桂
ひろばのお二人が登場。

◇開演　午後１時30分～
◇場所　百年記念ホール　講堂
◇チケット　ホールのみ
　　　　　　全席自由1,000円（学生500円）

　あのクレージーケンバンドがついに十勝初登
場！ロックから歌謡曲、Ｒ＆Ｂなどあらゆる要素
を自由奔放に取り入れた「剣」サウンドを！

◇開演　午後６時30分～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席指定6,300円
※ローソンチケットのみ　Ｌコード：12017
　８月５日午前10時～発売開始（窓口販売はありません）

◇TEL　0570-084-001 

　現代人の危うさを浮き彫りにする
傑作サスペンス！第46回紀伊國屋演
劇賞個人賞受賞の中津留章仁が送る
書き下ろし新作演劇『欺瞞と戯言』（ぎ
まんとたわごと）おススメです！

◇開演　午後６時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　Ａ席3,500円　Ｂ席2,000円　発売中

百年ホールの盆踊り　今年も開催！
まくまくサマー 2012

8/5
◯日日

燦燦MUSIC Vol.45　ザ・ツイスターズ
8/19
◯日日

百年ホールの落語会
「幕別百年寄席」

9/1
◯土土

舞台　竹下景子主演！「欺瞞と戯言」
10/14
◯日日

ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ
With 水森亜土土　in 幕別

8/11
◯土土

サクソフォン四重奏
Quartet Spiritus Concert

8/21
◯火火

舞台　千年王国「狼王ロボ」
9/6
◯木木

CRAZY KEN BAND TOUR2012  ITALIAN GARDEN
11/21
◯水
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ちるどらん
・お休みです

ババール

・８月25日◯土　午前10時30分
　百年記念ホール講堂

あっちこっち紙芝居
・８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

・８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

・８月17日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

　ファミリー三人展 
　　　（８月１日～ 30 日） 
佐野さん（刺し子）船尾さん
（押し花）佐野さん（陶芸）

◇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】８-2930
　（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 8/31）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９ 時まで

８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）

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

スワディた☆な☆ば☆た
　期　間　８月１日◯水～６日◯月

　場　所　全館

　☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
　短冊に願いごとを書いて飾りましょう！
　☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

短冊を作ろう！～夏のプチ講座～

　日　時　８月１日◯水　午前10時30分～正午
　　　　　　　　　　　午後１時30分～午後２時30分
　場　所　幕別町図書館　児童コーナー
　内　容　お花紙を使った一味違う短冊を作ろう！
　　　　　作ったあとは、願いごとを書いて図書館に飾ります。

満開の朝顔、満天の星、スイカで満腹。夏の楽しみを満喫！

「北海道ガーデンを旅する」
　　　　　　　　　　　　　　　　世界文化社/2011

　自然豊かで、雄大な大地に根差す北海道ならでは

の、のびやかで清々しい庭の情景を、大きく掲載され

たダイナミックな写真で楽しめるビジュアルガイド

ブック。

　巻末に「北海道の花名所60」を収録。

　北海道の庭の旅がもっと楽しくなる情報が満載です。北海道にもやっ

と夏が来ました。広大な土地に人気ガーデンが集中する北海道のガー

デン街道の魅力を、本を片手に旅してみては･･･。（K）

　こちらもご一緒にいかがですか？
　とかちマメスロウ　シリーズﾞ①～⑥　クナウマガジン/2009.10
　星空ウォッチング　沼澤茂美・脇屋奈々代：著/新星出版社/2008.8

８月の図書特別展示
「かわいいだけではありません」

　期　間　８月１日◯水～30日◯木　全館
　「動物＝かわいい」だけではありません。
　人とともに生きてきた動物の姿を改めて
　考えてみませんか？


