
お知らせ

９月の行政相談

◆日時　９月13日◯木　午後１時～午後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)

９月の人権相談

◆日程　９月13日◯木　午後１時～午後３時
◆場所　札内福祉センター
◆担当　桑谷昌芳さん、佐藤恵子さん
◆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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議会を傍聴しませんか

　９月に開かれる町議会定例会の予定は次のとお
りです。
◆日程
・本会議　９月４日◯　火火 午前10時～
　　　　　９月12日◯水　午前10時～
　　　　　９月13日◯木　午前10時～
　　　　　９月14日◯金　午前10時～
　　　　　９月25日◯火火　午後２時～
・決算審査特別委員会
　　　　　９月19日◯水　午前10時～
　　　　　９月20日◯木　午前10時～
　　　　　９月21日◯金　午前10時～（予備日）
◆場所　役場５階本会議室
◆内容　行政報告、一般質問、議案審議など
◆問い合わせ先　議会事務局（℡【幕】54‐6626）

新築・増築家屋の評価にご協力ください

　平成24年中に新築または増築された家屋につい
て、平成25年からの固定資産税を算出する基礎と
して、家屋の評価調査を実施しています。調査に
要する時間は約30分かかりますが、ご協力をお願
いします。日程等にご希望がありましたら、事前
にご相談ください。
◆問い合わせ先
　税務課資産税係（℡【幕】54-6603・6604）

北海道排水設備工事責任技術者試験

◆日時
　10月29日◯月　午後１時30分～午後３時30分
◆場所　帯広市
※他市での受験については、お問い合わせくださ
い。

◆受験料　5,000円
◆申込期間　９月３日◯月～12日◯水

◆問い合わせ・申込先
　水道課下水道事業係（℡【幕】54-6624）

「無料調停相談会」を開催します

　帯広調停協会では、あなたのトラブルや悩みを
話し合いにより解決する調停手続・利用方法につ
いて無料で相談に応じます。予約は不要ですので、
直接会場にお越しください。
◆日時　10月８日◯月　午前10時～午後４時
◆会場　とかちプラザ１階大集会室
◆相談内容　金銭、交通事故、土地建物、夫婦関
係、親子関係、相続など（裁判所で係争中の事
件の相談は除く）

◆相談者　民事・家事各調停委員、弁護士
◆問い合わせ先　帯広調停協会（釧路家庭裁判所
帯広支部・℡0155-23-5141）

ハローワーク帯広
マザーズコーナーのご案内

　ハローワーク帯広マザーズコーナーは、子育て
をしながら就職活動をする方のための相談窓口で
す。キッズコーナーの設置など、お子様連れでも
相談しやすい環境を整えてお待ちしております。
　ご利用はすべて無料です。
◆利用時間
　月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
◆問い合わせ先　ハローワーク帯広（℡　0155-
23-8296（41#）マザーズコーナ）

ひとり親家庭の母を対象にしたパソコン
講習会のお知らせ

◆日時　９月27日◯木、28日◯金　午前10時～
◆場所　とかちプラザ４階　コンピュータ室
◆内容　Excel、Wordの基礎講座
◆参加料　無料
◆申込期限　９月24日◯月まで
◆問い合わせ・申込先
　帯広市社会福祉協議会　母子家庭等就業・自
立支援センター（℡　0155-20-7751）

平成24年度家畜商講習会

　家畜商の取引業務に従事しようとする方を対象
に講習会が開催されます。
◆日時　11月21日◯水・22日◯木 午前９時～午後５時
◆場所　北海道庁別館地下１階大会議室（札幌市
中央区北３条西７丁目）　

◆申込期限　９月21日◯金

◆問い合わせ・申込先
・農林課畜産係（℡【幕】54-6605）
・忠類総合支所経済建設課（℡【忠】８-2111）
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幕別町消費生活相談室

　困ったときは消費生活相談室に相談ください。
・契約・取引に関するトラブル　
・多重債務（借金）
・商品を使用しての事故
・商品やサービスに関する相談・苦情
◆開設時間・曜日
・札内福祉センター（℡【幕】55-5800）
　◯月、◯水、◯金　午前10時～午後３時
・役場商工観光課内（℡【幕】54-6606）
　◯火火（第３◯火火を除く）、◯木　午前10時～午後３時
・忠類総合支所（℡【忠】8-2111）
　毎月第３◯火火　午前10時～午後３時
◆問い合わせ先
　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

ふるさと寄付の運用状況等をお知らせします

　幕別町に思いを寄せる人々の気持ちをまちづくりに反映

し、個性豊かで魅力あるふるさとづくりを進めるため、「幕

別町ふるさと寄付」を募集しています。平成23年度も多くの

皆様から寄付をいただきました。ありがとうございました。

　寄付されました3,790,957円（寄付件数26件）は幕別町ま

ちづくり基金へ平成24年３月31日に積み立て、指定された事

業ごとに管理しています。

　今後、寄付をいただいた方の意向に沿った事業を実施する

際に活用させていただきます。

（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

パークゴルフの振興に関する事業          33,333円

ナウマン象記念館の整備に関する事業          －円

頑張る農業を応援する事業               344,995円

未来を担う子どもたちを守り育てる事業 2,815,000円

地域で支え合う健康・福祉に関する事業    592,629円

地球にやさしい行動を推進する事業            －円

定住・移住を促進する事業                  5,000円

指定された事業と寄付金額

お名前 寄付金額
亀谷律子 様 50,000円
軍人恩給忠類支部
 忠類支部長 東口秋利 様 92,629円

西田幸司 様 20,000円
竹葉観光 様 33,333円
篠田陽一 様 30,000円
明和地区水道利用組合
 組合長 高橋義明 様 144,995円

高橋孝二 様 ***円
橋本光夫 様 ***円

※名前、寄付金額は、公表について同意を
いただいた方のみ公表しています。名
前の公表についてのみ同意をいただいた
場合は、金額を***で表示しています。

寄付をいただいた方の名前と寄付金額

◆問い合わせ先　総務課総務係（℡【幕】54-6608）

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７月31日

　匿名（11件）　　計40万円

・平成24年８月６日

　故 長谷川勉様（五位）金額非公表

平成24年度町民税・道民税の控除漏れはあ
りませんか

　平成24年度の町民税・道民税が課税されている
方で、障がい者や寡婦・寡夫（かふ）の方は、申
告することで、税金が減額または非課税となる場
合があります。
　６月中旬に送付した町民税・道民税納税通知書
などで、控除漏れがないかをご確認ください。
◆対象者
①障がい者（平成23年12月31日現在）
②寡婦・寡夫の方（平成23年12月31日現在）
③その他、扶養控除や社会保険料控除（国民健康
保険税等）などが漏れていた方

◆問い合わせ先
　税務課住民税係　（TEL【幕】54-6604）
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幕別町地域敬老行事開催奨励金制度につい
て

　公区（複数公区）単位で敬老行事を開催した場
合、幕別町に住所を有する77歳以上（平成25年３
月31日時点での年齢）の方を対象に奨励金を交付
しています。
※平成24年８月１日現在、９公区257人分の申請
がありました。

　詳しくは、お問い合わせください。
◆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）

敬老祝金について

　町では、平成24年12月30日時点での年齢が満
80、87歳の方と、幕別町に住所を１年以上有する
100歳に達する方に敬老祝金を給付しています。
　これらの制度の詳細については、お問い合わせ
ください。
・福祉課社会福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

生活・介護支援サポーター養成講座

　高齢者支援サポーター（活動員）の養成や、現在、
地域で活動されている方々への資質向上に係る支
援を図るため、福祉サービス等に関する基礎的な
知識や高齢者とのコミュニケーション技術などを
習得するための講座を開催します。
◆日時　10月18日◯木、25日◯木、11月２日◯金

　　　　午前10時～午後３時（３日間）
◆場所　幕別町保健福祉センター多目的ホール
◆内容　福祉制度の基礎的な知識や、支援が必要
な人への関わり方、コミュニケーション技術、
認知症の理解についての講義、演習を行います。

◆対象　高齢者等のためのボランティア活動に関
心があり、今後、福祉サービスの担い手として
実践する意欲のある方や既に福祉活動を行って
いる方で、さらに福祉制度の基礎的な知識や、
支援が必要な人への関わり方、コミュニケー
ション技術等を習得したい方（民生委員、福祉
委員、保健推進員、ボランティアなど）

◆受講料　無料　　
◆申込期日　平成24年10月11日◯木まで　
◆主催　　北海道十勝総合振興局社会福祉課
◆問い合わせ・申込先　
　幕別町介護支援係（保健福祉センター内・℡【幕】
54-3811、FAX【幕】54-3839）

ごみ拾いでまちをきれいに！
全町一斉クリーン作戦

　春に実施した「全町一斉クリーン作戦」では、
133人に方に参加をいただき、ありがとうござい
ました。まちをきれいにし、ごみを捨てづらい環
境にするため、春に続き「クリーン作戦」を行い
ますので、みなさんの参加をお待ちしています。
◆日時　10月28日◯日　午前８時30分集合（10時終
了予定）※雨天の場合は11月４日◯日になります。

◆対象者　小学生以上の方。事業所等の団体での
お申し込みもお待ちしています。

◆実施内容　道路、公園等のごみ拾い。
※参加状況や地域の状況により、街頭啓発になる
ことがあります。

◆集合場所　申し込み後、連絡します。
※参加状況により数カ所に分かれます。
◆用意いただくもの　清掃用具（軍手・ゴム手・長
靴等）を各自でご用意願います。（ごみ袋は町
で用意します。）

◆申込期限　10月５日◯金

◆問い合わせ・申込先
・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）
・札内支所（℡【幕】56-2111）

　犬を飼われている方へのお願い

　犬は、飼う人にたくさんの喜びや楽しみを与え
てくれるすばらしいパートナーです。
　しかし、飼い方のマナーが守られないと、まわ
りの人を不快にさせたり、時には思わぬトラブル
に発展することがあります。
　飼い主の方は、次のマナーを必ず守ってくださ
い。
・飼われている犬は、最後まで責任をもって飼い
ましょう。

・公園や路上に放置された「ふん」は非常に迷惑
です。散歩途中の「ふん」は、回収し必ず持ち
帰りましょう。

・犬の放し飼いは禁止されています。散歩のとき
は必ずリードをつけましょう。

・むだ吠えをしないようにしつけましょう。
・飼っている場所は清潔にするよう心がけましょ
う。

◆問い合わせ先
　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

９月 17 日は敬老の日です

　「敬老の日」とは法律で「多年にわたり社会につ
くしてた老人を敬愛し、長寿を祝う」祝日として定
められています。
　今まで社会の発展に努められてきたお年寄り、経
験・知識の豊富なお年寄りに感謝し、長寿を祝うと
ともに、常に敬愛のお気持ちで接しましょう。
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不活化ポリオワクチン接種を開始します

　定期予防接種での生ポリオワクチンの使用が平
成24年８月で中止となり、９月から不活化ポリオ
ワクチンに替わります。
◆接種対象者　対象者には９月上旬に個別に案内

を送付します。案内が届かない方は、問い合わ
せ先までご連絡ください。

・ポリオワクチンをまだ１回も受けていない
・生ポリオワクチンをすでに１回受けている
・独自に不活化ポリオワクチンを１～３回受けて
いる

※生ポリオワクチンをすでに２回受けている場
合、不活化ポリオワクチンは必要ありません。

◆接種年齢　生後３カ月～７歳６カ月になる前
◆接種開始日　９月20日◯木

◆接種時期　通年
◆接種場所
　町内指定医療機関（事前に予約が必要です）
◆その他　先天性疾患などの特別な理由により、

主治医の下で接種が必要な方は、事前に問い合
わせください。

◆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）
・保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８-2910）

10月の集団子宮頸がん検診予約受付中！

　子宮頸がんは、20～30歳代の若年層で急激に増
えています。
　細胞検査による検診は精度が高く、早期に発見
できれば、子宮を温存した治療も可能です。
　２年に一度、子宮頸がん検診を受けましょう。
◆対象　平成25年３月31日時点の年齢が偶数年齢
の成人女性（前年度に子宮がん検診を受けられ
なかった方はご相談ください）

◆検査内容
・子宮頸部細胞診
・子宮超音波検査（卵巣や子宮の状態を超音波で
調べます）

◆自己負担料金
・20歳～69歳以下　1,500円
・70歳以上　　　　  500円
◆検診日程

検診日 会場 受付時間

10
月

１日◯月

札内

17、18、19、20 時

２日◯火火

７、８、９、10、13、14 時
３日◯水

４日◯木 幕別

５日◯金 忠類

☆乳がん検診も同時に実施しています。ただし、
日程によっては定員に達していますので、詳細
は問い合わせください。

☆託児コーナーを設けます。利用希望の方は、予
約時にお申込みください。

◆問い合わせ・申込先
<幕別・札内地区>
　保健課健康推進係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）
<忠類地区>
　保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】８‐2910

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・場所　

９月４日◯火火
午前９時～
午前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～
午後３時 幕別町農業協同組合

午後３時40分～
午後４時30分 十勝の杜病院

９月７日◯金
午前９時30分～
午前11時30分 幕別町役場

午後１時～
午後１時30分 特別養護老人ホーム札内寮

午後２時～
午後３時 札内駅

午後３時30分～
午後４時30分

帯広開発建設部帯広道路事
務所・帯広河川事務所

◆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）

帯広リハビリテーション講習会の開催
◆日時　10月６日◯土　午後１時～
◆場所　ベルクラッシック帯広
◆内容　
・講演　「高次脳機能障害による失語症のリハ

ビリテーション」
・シンポジウム
◆参加対象　障がいをお持ちの当事者や家族、
医療、福祉関係者など

◆参加費　無料
◆問い合わせ先　脳外傷友の会コロポックル道
東支部（℡　0155-24-6974）
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発達支援講演会

　発達障がいへの理解を深め、お互いを育ちあうための
講演会を開催します。
◆日時　９月27日◯木　午後６時30分～８時30分
◆場所　百年記念ホール　講堂
◆テーマ　「発達障がいの子どもたちが健やかに育つ地
域をめざして」　～みんなで一緒に「育ち合う」子育
て～

◆講師　戸田竜也 氏（北海道教育大学教
育学部釧路校　講師）

◆参加料　無料
◆申込期限　９月12日◯水 

発達障がい理解促進パネル展

　発達障がいへの理解の促進を図るため、発達障がいの
様々な特性、それらに対する支援方法などを説明したパ
ネル展を開催します。
◆日程・場所
・９月22日◯土～９月26日◯水 札内福祉センター１階ロビー
・９月28日◯金～10月２日◯火火 保健福祉センターロビー
・10月３日◯水～10月５日◯金 ふれあいセンター福寿ロビー

発達障がい児（者）支援を考える道民
フォーラム

　発達障がいの理解を深め、ともに暮らせる
社会となるよう、発達障がい支援についての
フォーラムが開催されます。
◆日時
　10月13日◯土午後１時～午後５時
◆場所　音更町文化センター大ホール（音更
町木野西通15丁目８番地）

◆内容
①活動報告～「発達障害者支援センターの状
況について」

②本人、兄弟、保護者の方々からの発表
③基調講演
・演題　「みんなで考えよう！発達障がい」っ
て何!?

・講師　服巻智子 氏（厚生労働省発達障害
者支援開発事業委員）

◆参加費　無料
◆定員　1,000人
◆申込期限　10月３日◯水 

◆問い合わせ先　北海道保健福祉部福祉局障
がい者保健福祉課発達支援担当（℡011-
231-4111　内線25-732）

◆問い合わせ先・申込先
・発達支援センター （保健福祉センター内・℡【幕】54-6533）
・福祉課障害福祉係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

▲戸田竜也 氏

　発達支援センターは、子どもの行動で「気になること」「困っていること」や、子どもへの関わり
方の疑問などを受け付ける相談・支援機関です。保育所・幼稚園・学校などへ出向いての相談や、他
の機関との連携も行っています。
　発達支援センターの職員や保健師・保育所・幼稚園・学校などの関係機関と一緒に支援の方法を考
えていきましょう。　

【発達支援センター（保健福祉センター内・℡【幕】54-6533）】

発達支援センター　気軽に相談ください
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小規模特認校制度のお知らせ

　小規模特認校制度とは、保護者が小規模校での
特色を生かした環境で児童に教育を受けさせたい
と希望する場合に、通学区域外であっても一定の
条件を付して『途別小学校』への入学・転学を認
める制度です。詳しくはお問い合わせください。
◆途別小学校の教育と特徴
・一人ひとりの子どもをしっかりサポートし、少
人数指導による確かな学力を育みます。

・田植え、稲刈り、作物の収穫等の水田・農園活
動を通じて、豊かな心を育みます。

・縦割り班活動等を多く取り入れ、コミュニケー
ション力や協力する力を育みます。

◆平成25年度の募集人数

学年 在籍予定者数 募集人員
１年 ３人（０人） １人
２年 ３人（０人） １人
３年 ３人（１人） １人
４年 ２人（０人） ３人
５年 ３人（２人） ２人
６年 ７人（０人） ２人

　※（　）は本制度の利用者数
◆募集期間　11月５日◯月～30日◯金

※学校休業日、教育委員会等の閉庁日は除きます。
◆申込先
①在学中の児童の場合
　現在通っている小学校に申込書を提出してくだ
さい。

②新入学児童の場合
　教育委員会、忠類総合支所生涯学習係、札内支
所のいずれかに申込書を提出してください。

※申込書は、教育委員会、忠類総合支所生涯学習
係、札内支所にあります。

◆転入学の決定　平成25年１月中旬に保護者へ連
絡します。募集定員を超える場合は抽選となり
ます。

◆学校見学　途別小学校では、10月１日～31日の
間、学校休業日以外に学校見学を実施します。
学校見学については、途別小学校へお申込みく
ださい。

◆問い合わせ先
・教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）
・途別小学校（℡【幕】56-5426）

来春、小学校に入学するお子さんの健康
診断を実施します

◆対象　来春４月に小学校に入学する児童。
　（平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれ）
◆健診日程
【幕別地区】
　日　　時　９月24日◯月

　受付時間　午後１時～午後１時20分
　会　　場　保健福祉センター
【札内地区】
　日　　時　９月26日◯水、27日◯木、10月９日◯火火

　受付時間　午後１時～午後１時20分
　会　　場　札内福祉センター
【忠類地区】
　日　　時　９月25日◯火火

　受付時間　午後２時～午後２時20分
　会　　場　忠類コミュニティセンター
※日程は、対象の保護者に８月下旬に文書でお知
らせします。

※札内地区は混雑を避けるため、３日間の日程の
うち、いずれかの日を指定します。指定日に都
合がつかない場合は、都合の良い日に直接会場
で検診を受けてください。

◆健診内容
　身体検査（身長、体重、聴力、視力）、内科検診、
歯科検診

◆持ち物
①就学時健康診断票
②就学時健康診断事前調査票
③母子手帳
※①、②は、保護者への通知文書と併せて郵送し
ています。

◆問い合わせ先
　教育委員会学校教育係（℡【幕】54-2006）

秋の自然散策会（キノコ狩り）

　駒畠地区で秋の自然散策会（キノコ狩り）を実
施します。
◆日時　10月14日◯日　 午前９時～午後３時
◆会場　駒畠公民館
◆募集人数　先着20人以内
◆対象　小学５年生以上の幕別町民（小中学生は
保護者同伴）

◆参加料　500円（資料・キノコ汁代金）
◆当日の服装や持ち物　応募のうえ、参加される
方に別途、後日に連絡いたします。

◆申込期限　９月14日◯金

◆共催　帯広キノコの会
◆問い合わせ・申込先　教育委員会社会教育係（℡
【幕】54―2006）
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特定施設入居者生活介護事業者の公募につ
いて

　町では、第５期介護保険事業計画に基づき、平
成26年度に開設する特定施設入居者生活介護事業
者を公募します。
◆公募内容　特定施設入居者生活介護（介護付き
有料老人ホーム）
◆整備地区および整備数　
　札内地区１カ所（定員100人）
◆事業者の選定方法　特定施設入居者生活介護事
業予定者選定委員会の審査に基づき、町長が決
定します。

◆公募期間　９月18日◯火火～10月12日◯金

◆提出書類　公募要領、必要書類などの詳細は、
町のホームページをご覧ください。

　URL　http://www.town.makubetsu.lg.jp/
◆問い合わせ・提出先　保健課介護保険係（保健
福祉センター・℡【幕】54-3811）

自衛官を募集します
◆募集種目　
　防衛大学校学生、防衛医科大学校生、看護学生
◆受付期間　９月３日◯月～10月１日◯月まで
◆問い合わせ先　
　自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-8718）

北海道立帯広高等技術専門学院
平成25年度学生募集

◆募集科目　電気工学科、金属加工科、自動車整
備科、建築技術科、造形デザイン科

◆訓練期間
　平成25年４月～平成27年３月（２年制）
◆定員　各科目20人
◆受付期間　11月１日◯木～20日◯火火

※学院に直接持参の場合は、土日、祝日を除く午
前８時30分～午後５時15分まで。

※郵送の場合は、11月20日◯火火必着。
◆受験資格　平成25年３月に高等学校卒業見込の
方。その他の詳細は、お問い合わせください。

◆選考試験　12月３日◯月

　学力試験（国語、数学）、面接試験
◆応募手続き　所定の入学願書、健康診断書を学
院に提出してください。

※入学願書等の請求は学院に連絡してください。
◆必要経費　
・入学検定料　2,550円（願書提出時）
・入学料　　　7,340円（入学時）
・授業料　　153,600円（年額）
◆問い合わせ先　北海道立帯広高等技術専門学院
（帯広市・℡0155-37-2319）

「幕別町立学校あり方検討会」委員候補者
を公募します

　札内地域における今後の通学区域のあり方を検
討するために、幕別町立学校あり方検討会を設置
し、その委員を公募します。
◆募集人数　５人（委員15人中、公募枠５人）
◆任期　平成24年10月１日～審議終了まで
◆応募資格　札内中学校および札内東中学校の通
学区域内に住所を有する20歳以上の方で、複数
の町の附属機関委員の委嘱を受けていない方。

◆申込方法　教育委員会、札内支所に備え付けの
申込書に必要事項を記入し提出してください。

◆応募期間　９月20日◯木まで
※応募者が５人を超える場合は、選考により決定
します。　

◆問い合わせ・申込先
　教育委員会総務係（℡【幕】54-2006）

幕別町百年記念ホールの指定管理者募集

　幕別町百年記念ホールを運営管理する指定管理
者を募集します。
◆指定期間　平成25年４月１日から平成32年３月
31日まで（７年間）

◆応募資格　十勝管内に本社または主たる事業所
を置く法人、その他の団体。

※個人での応募はできません。
◆公募・選定方式　公募型プロポーザル方式を採
用。幕別町指定管理者選定委員会において、応
募者から提出された書類にプレゼンテーション
を加味して審査を行い、交渉権者の優先順位を
付けて選定します。

◆公募要項配布　９月３日◯月～
◆配布場所　幕別町教育委員会生涯学習課
※町ホームページからもダウンロードできます。
◆説明会・施設見学会　９月14日◯　金 午前10時　
（場所）百年記念ホール講堂
※応募予定団体は事前に申し込みのうえ、必ず参
加してください。

◆応募方法　所定の応募書類を、10月１日◯月か２
日◯火火に教育委員会まで持参してください。

※郵送での受け付けは行いません。
◆問い合わせ先
　教育委員会生涯学習課社会教育係
　（℡【幕】54-2006）
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公営住宅

◆定期募集する住宅

募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

①町営新緑町東（1-25） １ １ ３LDK S56 入居者負担 12,500円～23,800円

②町営旭町東（3-202） １ ２ ２LDK H19 有 リース 19,800円～38,800円

③町営春日東（2-16） １ １ ３DK S48 入居者負担  7,100円～12,300円

④町営泉町（2-105、108） ２ １
２LDK

H７
有 リース

19,500円～38,400円

⑤町営泉町（4-302） １ ３ H９ 20,000円～39,400円

※④の住宅を応募される方で抽選会を欠席される方は、住宅係の方で部屋を指定させていただきますの
で、あらかじめご了承ください。

◆定期募集期間　９月10日◯月～14日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　９月26日◯　水 午後２時（午後１時30分より受付）百年記念ホール学習室２
※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　10月５日◯金　午後２時～　幕別町役場４階会議室　
※10月６日◯土から10月12日◯金までに入居願います。
◆入居資格等　入居資格、申し込み方法などの詳細は、お問い合わせください。
※平成24年５月以降の公募に申し込まれた方は、添付書類を省略できる場合があります。

緑町団地（単身者住宅）

◆募集する住宅

募集する住宅 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯設備 家賃

緑町（緑町 22-5）
耐火火３階建て

1-201
２ １DK

H７
有 オール電化（蓄熱式電気暖房、電

気温水器、電気調理器）
30,200円

3-208 H９ 33,300円

◆定期募集期間　９月10日◯月～14日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　９月26日◯　水 午前10時　幕別町役場４階会議室
※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。
◆入居説明会　10月５日◯金　午前10時～　幕別町役場４階会議室　
※10月６日◯土から10月20日◯土までに入居願います。
◆提出書類等　入居資格、申し込み方法などの詳細は、お問い合わせください。

農作物収穫体験会

　農業により親しんでいただくため、町民を対象に、じゃ
がいも等の収穫体験会を開催します。
◆日時　９月15日◯　土 午前10時～正午
※雨天の場合は、翌日に順延。
◆場所　農業試験ほ場（新和）
◆定員　50家族（先着順）
※申し込みは家族単位とします。
◆受付期間　９月３日◯月から
◆参加料　500円
◆持ち物　軍手、長靴、スコップ
◆問い合わせ・申込先　農林課農政係（℡【幕】54-6605）

入居者募集

◆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）
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10 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～ １、15、22、29日◯月 ２、９、16、23、30日◯火火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ ９、23、30日◯火火 ４、18、25日◯木 １、15、22日◯月 12、26日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 12日◯金 24日◯水

19:30～ ２、16日◯火火 ５日◯金 29日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ 26日◯金 10日◯水

19:30～ 11日◯木 19日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ５、19日◯金 ３、17、31日◯水

講座名 時間 忠類体育館

ゆったりストレッチ＆快適運動 14:30～ ４、11、18、25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。

「ふるさと館まつり」を開催します

　郷土資料館「ふるさと館」は、町の歴史・自然
を知ってもらうための資料と、アイヌに関する資
料を展示公開しています。
　毎年１回の無料開放で、懐かしい体験ができる
コーナーを設けていますので、家族そろってお越
しください。
◆日時　９月23日◯　日 午前10時から午後１時
※雨天の場合、昔の遊びなどの体験コーナーは、
館内で行います。

◆場所　ふるさと館
◆内容　
①体験・試食コーナー
・もちつき、せんべい焼き
・丸太切り、昔の遊びほか
②特別展示コーナー
・町内サークルの絵手紙展示
・特別企画展「太平洋戦争と幕別町’12」
◆問い合わせ先　ふるさと館（℡【幕】56-3117）
※月、火火曜日は休館です。

介護予防教室「食と健康づくりセミナー」
を開催します

◆日時・場所　

【保健福祉センター】

① ９月19日◯水
午前10時～正午

② ９月26日◯水

③ 10月３日◯水 午前10時～午後１時

【札内福祉センター】

④ ９月20日◯木 午前10時～正午

⑤ ９月27日◯木 午前10時～午後１時

⑥ 10月４日◯木 午前10時～正午

◆内容・持ち物
内容 持ち物

①
④

筋肉を動かしてリンパの流
れをズムーズにする方法

動きやすい服
装・運動靴

②
⑥

自分に合ったお口のお手入
れの方法

普段使ってい
る歯ブラシ

③
⑤

健康な体を作る食材を用い
て簡単にできる料理の方法

エプロン・三
角巾・手拭タ
オル

◆対象者　60歳以上の町民
◆参加料　無料
◆申込期限　９月14日◯金

◆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）
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第 35 回 まくべつ産業まつり
10月７日◯日  午前10時～ 幕別町百年記念ホール前広場特設会場

主催/ 第35回まくべつ産業まつり実行委員会
主管/ 幕別町観光物産協会
問い合わせ先/ 観光物産協会事務局
（商工観光課内℡【幕】54-6606）
※土日・祝日は幕別町役場（℡【幕】54-2111）

忠類～産業まつり会場
連絡バスを運行します

【行き】　８：50 分 忠類発　９：45 分 会場着
【帰り】　14：30 分 会場発　15：25 分 忠類着
※忠類の停留所は、ふれあいセンター福寿前
　です。
※乗車人数に限りがありますので、事前に申
　し込みしてください。
◆申込期限　10月４日◯◯木◯　午後５時30分
◆申込先　忠類総合支所地域振興課
　（℡【忠】８-2111）

観光物産協会会員による地場野菜即売会、観光
物産協会直売店、個店による売店、商工会青年
部ご当地グルメ試食会、子ども縁日広場、幕別
産和牛試食販売、牛乳消費拡大キャンペーン、
フリーマーケットなどを開催します。

※小雨決行ですが、荒天の場合は百年記念ホールで実施します。（先着800人）
※来場者の安全確保と衛生管理のためペットの入場をお断りしますのでご協力をお願いします。

君小路あやまろ 石原詢子

ステージ
10：00～ 開会セレモニー
　　　  豊穣太鼓
10：30～ 江陵高校吹奏楽演奏
11:05～ ライブステージ(ソライロ風船)
12：30～ ものまねステージ（君小路あやまろ）
13：20～ 歌謡ステージ（石原詢子）

各種ゲーム
10：20～ プレート落とし（子どもの部）※先着15人
10：20～ パークゴルフお楽しみ会 ※先着100人
11：00～ 女子かぼちゃ投げ大会 ※先着100人
11：10～ キャッチャーゲーム（お菓子と１万円札）

※各ゲームの受付は当日会場で。
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第２回ウォークラリーまくべつ

　秋の紅葉を楽しみながら、心地よい汗をかきま
せんか。
◆日時　９月29日◯土　受付　午前８時～
　　　　　　　　　　開会　午前８時30分～
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆集合場所
　札内南コミセン前駐車場（札内文京町）
◆コース　幕別温泉コース（約6.8km）
◆参加対象　町民対象※小学生以下は保護者同伴
◆参加料　200円（当日受付）
◆持ち物　歩きやすい服装・靴、汗拭き用タオル・
飲み物など

◆申込方法　電話でお申し込みください。
◆申込期限　９月18日◯火火

◆主催　町スポーツ推進委員会
◆問い合わせ・申込先
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54‐2006）
※当日、レクレーションとして、完走者を対象に
お楽しみ抽選会を行います。

第２回まくべつマラソン大会

◆日時　10月13日◯土

・受付　午前９時～　・開会　午前９時30分～
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆場所　幕別運動公園陸上競技場
◆参加料　300円
◆種目　
〈小１・２男女〉　　　１㎞
〈小３・４男女〉　　　２㎞
〈小５・６男女〉　　　３㎞
〈中学・高校生男女〉　５㎞
〈一般男女(年齢制限なし)〉　 １㎞
〈一般男女(年齢別60歳未満・60歳以上)〉３㎞・５㎞
◆申し込み方法　児童・生徒は各学校で手続きを

してください。一般・個人で申し込まれる方は、
教育委員会社会体育係まで、ご連絡ください。

◆申込期限　９月28日◯金

※当日参加の受付はしませんのでご注意ください。
◆主催　まくべつマラソン大会実行委員会
◆問い合わせ先
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

体育館の団体使用を受け付けます

　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、学校体育館の団体使用を受
け付けます。
◆使用期間
　平成24年11月１日◯木～平成25年４月30日◯火火

◆申込方法　
〈農業者トレセン、札内スポセン〉
　　各施設の受付窓口に使用申込書を提出してく
ださい。

〈忠類体育館、学校体育館〉
　　教育委員会社会体育係、忠類総合支所生涯学
習係、札内支所、糠内出張所に使用申込書を提
出してください。

※継続利用団体も使用申込を提出してください。
※使用希望日時が重複した場合は調整させていた
だきます。

※申請書は各受付窓口にあります。
◆申込期限　９月21日◯金

◆問い合わせ先　
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

札内スポーツセンターを一部閉鎖します

　札内スポーツセンターの床面塗装工事のためア
リーナ（ランニングロード含む）を下記の期間、
閉鎖します。
◆アリーナ閉鎖期間　９月24日◯月～９月28日◯金

◆問い合わせ先　
　教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）

健康づくり秋講座
ウォーキング＆ストレッチ教室

　ウォーキング＆ストレッチは、体力に自信のな
い方や高齢者の方でも自分にあったペースで無理
なくはじめることができる全身運動です。「ウォー
クラリーまくべつ」に参加する前に効果的な
ウォーキング方法を学びませんか？
◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加費用　無料
◆申込期限　９月６日◯木

◆日程

日　　　程

１回目 ９月７日◯金

午前10時～午前11時30分２回目 ９月14日◯金

３回目 ９月21日◯金

◆集合場所　札内スポーツセンター武道場
◆内容
〈１回目〉
　ウォーキング・ストレッチについての学習と実践
〈２・３回目〉
　自分のペースで遊歩道をウォーキング
◆服装・持ち物　運動しやすい服装、運動靴（外
用）、上靴、タオル、水など

◆講師　トータルケア代表　吉田景子さん(日本
ウォーキング協会指導員)

◆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）
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まくべつ再発見！大人の社会見学！

◆日時　10月４日◯木　午前９時～午後４時 
（タイムスケジュール）

時間 行　　程

９：00 百年記念ホール前　出発

９：20 町民会館前　出発

十勝葉山電気の工場見学、新田牧場・
NEEDS の牧場見学・店内自由見学、幕
別ダムの見学（悪天候の場合は中止）、
十勝ヒルズの園内見学・昼食、㈱テ
クノーカ本部十勝農場のほうれん草
水耕栽培の見学、㈱小田壱の製麺工
場の見学

15：40 百年記念ホール前　着

16：00 町民会館前　着

※都合により内容、時間等が変更になる場合が
ございます。

◆場所　幕別町内の施設や見所を見学します。
◆対象　一般20人（応募者多数の場合抽選）
◆参加料　一般1,000円（バス代、保険代、十勝
ヒルズ入場料含む）

◆持ち物　お弁当など(十勝ヒルズで食事もとれ
ます)

◆申込期限　９月27日◯木 

手話でコミュニケーションの輪を広げよ
う！初めての手話講座

◆日時
　10月15日◯月、22日◯月、　11月５日◯月、26日◯月

　12月３日◯月、17日◯月、　１月21日◯月、28日◯月

　２月４日◯月、18日◯月 

　午前10時～午前11時30分 （全10回）
◆場所　幕別町百年記念ホール学習室２
◆講師　丸山晴美さん（町内在住）
◆対象　一般10人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料　無料（テキスト代200円）
◆持ち物　筆記用具 
◆申込期限　10月８日◯月

廃材を使って何を作ろうかな？
気軽に木工芸体験！

◆日時
（９月コース)９月８日◯土、15日◯土、22日◯土、29日◯土

(10月コース)10月６日◯土、13日◯土、20日◯土、27日◯土

　午前10時～正午(各コース４回)
◆場所　幕別町百年記念ホール　木工芸室
◆講師　郷　孝男さん（おもちゃの病院医師長）
◆対象　一般各５人(応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　2,000円
◆材料費　実費（自分が作るものに使用する金具・
塗料代のみ） 

◆持ち物　特になし、汚れても良い服装でお越し
ください。

◆申込期限　（９月コース)９月５日◯水

　　　　　　(10月コース)９月29日◯土 

■問い合わせ・申込先
　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

パークゴルフ公区親睦秋季大会

◆日時　９月15日◯土　 午前８時～（受付）
※小雨決行、雨天の場合は現地で判断します。
◆場所　糠内やまびこコース
◆参加対象　同一公区に住む３人～５人で編成さ
れたチーム。個人参加もできます。

◆参加料　１人500円
※申込時にお支払いください。
◆競技種目　団体戦（男女混合可）、個人戦
◆申込期間　９月１日◯土～９月11日◯火火

◆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）
◆主催　パークゴルフ協会
◆問い合わせ先　
　パークゴルフ協会・伊藤（℡【幕】56-5439）

秋季町民登山『雌阿寒岳・阿寒湖コース』

　阿寒湖を振り返りながら、見事な紅葉を楽しみ
ませんか。
◆日時　９月16日◯日

　午前６時　　　札内福祉センター発
　午前６時15分　町民会館発
※10分前に集合してください。
※雨天決行（現地で判断します）
◆場所　雌阿寒岳・阿寒湖コース（標高差739ｍ、
登り約３時間15分、下り約２時間15分）

◆対象　町内在住で小学生以上（小学生は保護者
同伴）

◆参加料　2，500円（バス代・保険料・記念写真代）
◆定員　25人（定員になり次第締め切ります）
◆申込期限　９月12日◯水

◆問い合わせ・申込先
　幕別ハイマート山遊会事務局
　鈴木勝利（℡・FAX【幕】56-6757）

百年記念ホール講座



24Makubetsu
2012.9

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

　「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
　　　　　　中高生 1,000 円　小学生以下は無料

　マタニティーから幼児まで　子ども達のクラ
シックコンサートデビューのためのコンサートで
す。泣くもよし，笑うもよし、思うがままに…チ
ロット音楽祭で、子ども達の感性をしっかりと育
てませんか？

◇開演　午前11時
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 500 円小中学生無料

　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
のお二人が登場します。

◇開演　午後１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（学生500円）

三國　洸　ピアノリサイタル
出演：三國　洸

　アーティスト・イン・レジデンス・事業により東
京から中札内村に移住し、ピアノ演奏活動に専念
する三國洸さんによるリサイタルです。ショパン
やモーツァルトをたっぷりお楽しみください。

◇開演　午後３時00分
◇場所　百年記念ホール講堂
◇チケット　入場無料

　そして音楽祭のフィナーレは、十勝の自然の中
で鋭気を養ったメンバーが完全燃焼に挑みます。
宮本さんとMAP’Sが一丸となって奏でる究極のセ
レナーデ、その演奏の裏側で繰り広げられる奏者
と奏者、奏者と指揮者の丁々発止…そのすべてを
ご覧ください。

◇開演　午後１時～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 2,000 円（小中学生 500 円）

　サブタイトルは「初秋の午後のひととき」
地元十勝オペラ界の至宝、松﨑千枝子さんを中心
に7名の声楽家の皆さんがチロット音楽祭特別編
成で臨みます。午後のひととき、オペレッタ・ア
リアを！

◇開演　午後14時30分～
◇場所　百年記念ホール
◇チケット　全席自由 1,000 円（小中学生 500 円）

　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

　類まれな歌唱力を持つヴォーカリストShihoと
超絶技巧のギタリスト横田明紀男のDUO 驚異の
ヴォイスと誰にも真似できないギタープレーをお
楽しみください。

◇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5,000円

百年ホールの落語会
「幕別百年寄席」

9/1
◯土土

燦燦MUSIC　Vol.46
9/16
◯日日

チロット音楽祭
地元音楽家によるコンサート

9/22
◯土土

フライドプライド　ツアー 2012
9/23
◯日日

舞台　千年王国「狼王ロボ」
9/6
◯木木

チロット音楽祭　
親子 de クラシック

9/22
◯土土

チロット音楽祭
ファイナル「完全燃焼」

9/23
◯日日

舞台　竹下景子主演！「欺瞞と戯言」
10/14
◯日日
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ちるどらん

・９月13日◯木午前10時～11時
　幕別町図書館研修室

ババール

・９月22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
・９月１日◯ 土 午前11時 
・　　15日◯ 土 午前11時
　札内分館

おはなしの小箱

・９月26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

・９月21日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

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 9/28）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

９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

　■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

いのちの輝きを撮って写真絵本を作ろう
　会場前庭を散策しながら、自
然の”いのちを感じるもの”を
デジタルカメラで撮影して写真
絵本を作ります。講師は写真家
で、絵本『森のいのち』の作者
の小寺卓矢さんです。あなたも
一日アーティストになりません
か。

日日　　時　９月30日◯日　午前10時～午後3時
場　　所　幕別町百年記念ホール　学習室２
講　　師　小寺卓矢 さん(写真家　芽室町在住）
定　　員　20人
申込期限　９月27日◯木
対　　象　５歳以上（２年生以下は保護者または兄姉同伴）
材 料 費　300円
持 ち 物　デジタルカメラ（携帯電話不可）・弁当・雨具（雨天時）
　　　　　（くわしくは申し込み時にお知らせします）
申 込 先　札内分館（℡【幕】56-4888）

小寺卓矢さん原画写真＆
　明倫小学校児童写真絵本作品展

　小寺卓矢さんの絵本の原画写真、明倫小学校で
のワークショップの作品を展示します。

期　間　９月15日◯土～30日◯日
場　所　幕別町百年記念ホール　ギャラリー

９月の図書特別展示
　　「“食”について考えよう！！」

　私たちにとって、欠かすことのできない大切な「食」。今月は、３
館それぞれに「食」に関連するテーマを設けて展示します！

期　間　９月１日◯土～27日◯木
場　所　図書館全館

　　①いのちを食する　　②食の安全　　　③子どもの食を育てる
　　　<幕別本館>　　　　　<札内分館>　　　<忠類分館>　

 
 これまでの

「よむとも 2012」
エントリー数は
1048 人！




