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１月の人権相談

幕
別
地
区

日程 １月17日◯　木木 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、前川満博さん

札
内
地
区

日程 １月17日◯　木木 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、佐藤恵子さん

■問　福祉課社会福祉係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

１月の行政相談

◆日時　１月17日◯木木　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)

季節労働者の雇用対策（町道路肩の支障木
伐採と、それに付随する作業）

　町では、季節雇用対策として作業員を募集して
います。詳しくは、お問い合わせください。
◆業務内容　町道路肩の支障木木伐採と、それに付
随する作業

◆応募資格　現地まで移動が可能な季節労働者
◆雇用条件　賃金（１時間）1,200円
◆雇用時間　１日６時間程度
◆雇用期間　２月18日◯月から10日間程度
※のこぎり、ヘルメットなどを持参してください。
◆提出期限　２月１日◯金

◆提出先　商工観光課、忠類総合支所地域振興課、
札内支所、糠内出張所

◆提出書類　申込書、雇用保険特例受給者証もし
くは離職票　※申込書は提出先にあります。

■問　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

幼児のスキー場リフト無料パス券を配布します

　明野ケ丘スキー場と白銀台スキー場で利用でき
るリフト券の無料パスを、町内在住の幼児を対象
に配付します。
※町内の小中学生は学校を通じて配付済みです。
◆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、申請書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・経済部商工観光課（℡【幕】54-6606）
　・忠類総合支所地域振興課（℡【忠】8-2111）

廃てんぷら油回収

◆改修場所　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　 商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）

犬を飼われている方へのお願いです

　最近、飼い犬に対する飼い方や鳴き声に対する
苦情が多く寄せられています。鳴き声は近隣住民
への迷惑やトラブルの原因となります。脱走した
場合には人に危害を加えるおそれがあり、町によ
り保護した場合には、畜犬取締及び野犬掃とう条
例により、飼い犬であっても処分されることもあ
りますので、次のマナーを守って適正に飼養しま
しょう。
　▼町内で保護した犬の頭数

平成 22 年度 平成 23 年度

保護頭数 53 頭 27 頭

・むだ吠えをしないようにしつけましょう。
・散歩のときは必ずリードを付け、逃走しないよ

うにしましょう。
・散歩途中の「ふん」は、飼い主が回収し必ず持

ち帰りましょう。
・犬は脱走しないように設備した場所で飼いま

しょう。また、飼っている場所は清潔にするよ
う心がけましょう。

・犬は、最後まで責任をもって飼いましょう。
■問・町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）
　・忠類総合支所地域振興課住民生活係
　　（℡【忠】8-2111）

幕別消防団出初式　

　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。
◆日時　１月８日◯　火火 午前10時30分～
◆場所　分列行進（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。

分団名 時間

・第１分団
・第２分団札内部
・第３分団駒畠部
・忠類分団

午前８時30分

・第２分団途別部
・第３分団糠内部 午前９時

■問　幕別消防署消防課消防係（℡【幕】54‐2434）

■問　 問い合わせ先　　■問・■申　 問い合わせ・申込先

今月のつぶやき 昔は楽しみだったお年玉　PN.ねずみ男
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南勢牧場の生牧草の売り払いについて

　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。
◆対象者　町内家畜飼養農家
◆牧草内容
　生牧草（チモシー 20％、オーチャード80％）
◆売買価格　１ヘクタール５万円
◆売渡期間
　契約日～平成25年10月31日◯木木（単年契約）
◆申込期限　１月18日◯金

◆説明会・抽選会
　１月25日◯金　午前10時　役場２階会議室
■問・■申　農林課牧場係（℡【幕】54-6605）

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。
◆日程　１月24日◯木木　３月14日◯木木　
◆時間　午前10時30分～午後３時
◆場所　札内福祉センター内 消費生活相談室
◆持ち物　運転免許証、雇用保険被保険者証（短
期）または雇用保険特例受給資格者証

■問　十勝北西部通年雇用促進協議会（フリーダイ
ヤル0120-980-454、Eメールhokuseibu@movie.
ocn.ne.jp）

季節労働者の通年雇用支援セミナーの開催

　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
・１月29日◯火火　芽室町　駅前プラザ（めむろーど）
・１月31日◯木木　音更町　共栄コミセン
◆時間　午後１時30分～午後4時30分
◆内容　講演や助成制度、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　十勝北西部通年雇用促進協議会（フリーダイ
ヤル0120-980-454、Eメールhokuseibu@movie.
ocn.ne.jp）

　５日前に職場に電話があり、10年ほど前
の通信講座が終了していないのでお金がか
かると言われた。電話の口調が威圧的でし
つこく、なかなかな切ってくれなかったの
で了承してしまった。届いた書類には通信
講座を修了するために、50万円ほど払うこ
とになっていた。
　どうしたらよいか。

　　  
質問Ｑuestion

　10年前の通信講座は支払も終わってお
り、資格を取っていなくても契約は終了し
ています。相談者は数年前にも同様の電話
があり、勧誘がこないように名簿を消すと
言われ、やはり50万円ほど支払ったことが
あるとのことで、二次被害について説明し
ました。今回は、書面にてクーリング・オフ
の手続きをするよう助言しました。また、
断っているのに電話で再勧誘することは禁
止されているので、今後も困った時は当相
談室に相談するよう伝えました。

     
答えＡnswer

消費生活相談室から<相談事例>

幕別町消費生活相談室

幕別
電　話
相談日
場　所

0155-54-6606
火火・木木曜（毎月第３火火曜除く）
（役場１階商工観光課内）

札内
電　話
相談日
場　所

0155-55-5800
月・水・金曜
（札内福祉センター内）

忠類
電　話
相談日
場　所

01558-8-2111
毎月第３火火曜
（忠類コミュニティセンター内）

消費生活で何か困ったときには、
気軽にご相談ください。

幕別町競争入札参加資格審査申請について

　平成25・26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
【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25・26年度の２年間
◆受付期間　平成25年２月１日◯金～ 28日◯木木 

※今回の申請より、一部提出書類が変更となりま
す。

　詳しくは町ホームページをご覧ください
■問・■申　総務課管財係（℡【幕】54-6608）

今月のつぶやき 今年はどこの福袋買おうかなぁ　PN.いっぱい寝たい
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年長児・中学１年生・高校３年生のＭＲ（麻
しん・風しん）ワクチン接種

　お済みでない方は、早めの接種をお勧めします。
◆対象者
①第２期《年長児》
　（平成18年４月２日～平成19年４月１日生）
②第３期《中学１年生に相当する年齢》
　（平成11年４月２日～平成12年４月１日生）
③第４期《高校３年生に相当する年齢》
　（平成６年４月２日～平成７年４月１日生）
◆接種期間　平成25年３月31日
※３月31日までに接種されなかった場合は、有料
接種となりますのでご注意ください。

◆接種場所　おち小児科医院・景山医院・柏木木内科
医院・勝山医院・木木村医院・札内北クリニック・さ
つない耳鼻咽喉科・緑町クリニック・忠類診療所

　※ご予約の上、診療時間内に受診してください。
◆料金　無料
◆持ち物　母子健康手帳、予診票
※転入されたため、第３期・第４期対象者の予診票
がお手元にない方は、問い合わせください。

■問　保健課健康推進係
　　（保健福祉センター内℡【幕】54-3811）

国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方へ 高額介護合算医療制度のお知らせ

◆介護合算算定基準額（８月１日～翌７月31日まで）
　①【70歳～ 74歳の国民健康保険加入者】

区　分 基準額
現役並み
所得者 67万円 住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその

方と同じ世帯にいる方で窓口負担が３割の方

一般 67万円 現役並み所得者、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方

区分Ⅱ 31万円 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ 19万円
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方
のうち世帯全員が所得０円かつ公的年金受給額80万
円以下の方

　②【70歳未満の国民健康保険加入者】
区　分 基準額

上位所得者 126万円 国保被保険者世帯全員の基礎控除後の所得合計額が
600万円を超える世帯にいる方

一　般 67万円 上位所得者、住民税非課　税世帯以外の方

住民税非
課税世帯 34万円 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方

　③【後期高齢者医療制度加入者】
区　分 基準額

現役並み
所得者 67万円 住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその

方と同じ世帯にいる方で窓口負担が３割の方

一　般 56万円 現役並み所得者、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方

区分Ⅱ 31万円 世帯全員が住民税非課税である方

区分Ⅰ 19万円 世帯全員が住民税非課税である方のうち世帯全員が
所得０円かつ公的年金受給額80万円以下の方

ほうれん草工場と
ふらっと札内　　　

を見学しませんか

　町民見学会を開催します。今回は町内に開設し
た「新しい施設」をテーマに、「ふらっと札内（特別
養護老人ホーム札内寮・平成24年開設）」と「ほうれ
ん草工場（農業生産法人テクノーカ・平成23年操
業）」を見学します。
◆開催日　２月８日◯金
◆時間・内容
　午前８時45分 忠類総合支所発
　午前９時40分 町民会館発
　午前９時55分 札内支所発
　午前10時～　 ふらっと札内

　午前11時～　 テクノーカ（ほうれん草工場）

　午前11時45分 札内支所着
　午前12時　　 町民会館着
　午後０時50分 忠類総合支所着
◆募集人数　20人（先着順）
◆参加料　無料
◆申込期限　１月7日◯月～１月21日◯月
■問・■申　企画室企画情報担当（℡【幕】54-6610）

【共通事項】
・世帯で医療または介護の自己負担額のい
ずれかが０円の場合は対象になりませ
ん。

・ 支給額が500円未満の場合は支給されま
せん。

・所得区分は、毎年７月31日現在の窓口負
担割合が適用されます。

◆申請手続　基準日（7月31日）時点で加入
している医療保険により手続きが異なり
ます。２月下旬までに申請手続きのご案
内をします。

※対象期間中に転入された方、75歳に到達
された方、他の医療保険に加入されてい
た場合は、町から申請の案内ができない
場合があります。

※基準日時点で、町の国民健康保険、後期高
齢者医療制度以外の方は、加入している
医療保険者へ支給申請してください。

◆申請場所　町民課国保医療係、高齢者医
療係、札内支所、忠類総合支所地域振興課

■問　町民課国保医療係・高齢者医療係
　　（℡【幕】54-6602）

　高額介護合算医療費制度は、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担額を軽減する制度です。
同じ世帯の被保険者が、医療と介護の１年分の自己負担額の合計が、基準額を超えた場合に、申請により
超えた額の支給が受けられます。

今月のつぶやき 一年の疲れをとりたいけど、逆に飲み疲れるのかな♪　PN.ウコンの力
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団体向け介護予防ポイント制度説明会・事
前研修

　介護予防ポイント制度は、ボランティア活動で
の社会貢献を通し、介護予防を推進するための制
度です。
　広報11月号でもお知らせいたしましたが、好評
につき、公区や老人クラブ、サークルなどの団体向
けに制度の説明と登録するための事前研修が実施
できます。実施する日時・会場を担当係までご相談
ください。
◆対象
　幕別町介護保険第１号被保険者（65歳以上）
■問・■申　保健課介護支援係
　　　　(保健福祉センター内・【幕】54-3811)

子宮頸がん検診・乳がん検診を受けましょう

　町では助成対象の方に子宮頸がん、乳がん検診にかかる費用の７～９割を助成しています。
　下記の対象の方はぜひ今年度中に検診を受けましょう。　　
◆内容・対象・自己負担金

検診項目・内容 対象
自己負担金

20 ～ 39歳 40 ～ 49歳 50 ～ 69歳 70歳以上
個別子宮頸がん検診
＜頸部細胞診＞

女性で20歳以の
偶数年齢の町民 2,100円 2,100円 2,100円 700円

個別乳がん検診
＜マンモグラフィー検査、視触診＞

女性で40歳以の
偶数年齢の町民 － 2,100円 1,600円 500円

◎子宮体部検査は必要な方のみ実施します。料金（20 ～ 69歳　1,300円、70歳以上　400円）
◎年齢は平成24年４月１日から平成25年３月31日までに迎える年齢。
◆指定医療機関

【予約受診】 【直接受診】

指定医療機関 連絡先 子宮 乳 指定医療機関 連絡先 子宮 乳

帯広協会病院 0155-22-6600 ○ ○

帯広厚生病院

【乳がん】
 火火・金
　13:30 ～
　14:30受付
【子宮がん】
 月～金
　 8:00 ～
  11:00受付
 金・木木
  13:30 ～
  14:30受付

○ ○

帯広第一病院 0155-25-3121 ○

帯広レディースクリニック 0155-22-3773 ○

慶愛女性クリニック 0155-61-1155 ○

坂野産科婦人科 0155-26-1188 ○

センチネルクリニック 0155-38-3000 ○ 慶愛病院 ○

北斗クリニック 0155-47-7777 ○ 三浦産婦人科医院 ○

◎直接、指定医療機関に予約または受診してください。
◎子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券をお持ちの方は、医療機関に提出ください。
　年度末は病院が大変込み合いますので、早めの受診をお願いいたします。
■問　保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

後期高齢者医療制度
医療費通知の送付を希望される方へ

　新たに、医療費通知の発行を希望される方は被
保険者番号のわかるもの（保険証など）を用意し
て、電話で申し込みください。
　次回の発行は、平成25年３月（平成24年７月～
12月の医療費を対象）に行います。
　すでに発行されている方は、継続して発行しま
すので、再度の連絡は必要ありません。
※この通知を確定申告などの「医療費控除」の領収
書の代わりとすることはできません。

■問・■申　北海道後期高齢者医療広域連合
　　　　（℡011-290-5601）
　　　　町民課高齢者医療係（℡【幕】54-6602）

今月のつぶやき お年玉　もうもらえない　お年頃　PN.新社会人 
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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25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25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25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・補助指導員

応募資格 教員免許・保育士資格取得者、または平
成25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
　平成25年４月１日◯月～平成26年３月31日◯日まで
◆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。

◆提出期限　１月21日◯月

◆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)

◆面接日時　２月７日◯木木

※詳細は後日、お知らせいたします。
■問　こども課保育係
　（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

臨時職員登録者募集（保育士等）

税金の嘱託徴収員

募集職種 町税、国民健康保険税の徴収業務

募集人員 １人

提 出 先 税務課納税係、忠類総合支所地域振興
課、札内支所、糠内出張所

■問　税務課納税係（℡【幕】54-6603）

水道・住宅料の嘱託徴収員

募集職種 水道事業業務全般と公営住宅使用料徴
収業務

募集人員 １人

提 出 先 水道課庶務係、忠類総合支所経済建設
課、札内支所、糠内出張所

■問　水道課庶務係（℡【幕】54‐6624）

【共通事項】
◆応募資格　
・満64歳までの方（昭和23年４月２日以降生まれの方）
・簡単なパソコン操作（ワード・エクセル）のできる方
・普通自動車免許を有する方
◆勤務日　月曜日～金曜日（土日勤務の場合あり）
　　　　　１日６時間程度（夜間の徴収あり）
◆賃金　月額142,640円
◆雇用期間　
　平成25年４月１日◯月～平成26年３月31日◯月

◆提出書類　嘱託職員申込書（写真添付）
※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。

◆提出期限　１月18日◯金

◆面接日時　２月６日◯水（詳細は後日連絡します。）

嘱託徴収員募集

十勝川水系河川整備計画の一部変更に向
けた原案説明会を開催します
十勝川水系河川整備計画の一部変更に向けた原
案の説明会を開催します。
◆日時　１月21日◯　月 午後６時30分～
◆場所　帯広市役所10階第６会議室
◆原案閲覧場所
・幕別町役場１階ロビー
・帯広開発建設部（帯広市西４条南８丁目）
・帯広河川事務所（札内西町）
※帯広開発建設部のホームページでも公開して
います。

■問　帯広河川事務所計画課（℡ 0155-25-1295）

今月のつぶやき 正月ワイルドに食べまくるゼー　PN.きたろー
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町営牧場（南勢・共栄・晩成）

募集内容 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 ５人

応募資格 普通運転免許取得者

勤 務 日 月曜日～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 25 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。

試験圃場（新和）

募集内容 試験圃場作業員

募集人員 １人

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 日額7,460円

雇用期間 平成25年４月～ 11月

◆提出書類　臨時職員登録申込書（写真添付）
◆提出期限　１月21日◯月

◆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

◆面接日時　２月中旬（詳細は後日連絡します。）
■問　農林課（℡【幕】54-6605）

札内南小学校通学区域

募集職種 小学校低学年児童の登下校時の交通安
全指導

募集人員 若干名

応募資格 札内在住で満20歳以上の方。（平成25年１月
１日現在）普通自動車運転免許取得者

勤 務 日

札内南小学校低学年児童（１～３年生）
の登下校時間帯の各１時間。
その他学校等が指導を要請する日（日
曜・祝日を含む）

賃 金 時給1,400円（原則１日２時間）

雇用期間 平成25年１月～３月（３学期）

◆提出書類　履歴書（写真添付）
◆募集期間　１月７日◯月～ 17日◯木木

◆面接日時　応募者ごと随時
■問・提出先　町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

役場・各支所・出張所・保健福祉センター

募集職種 一般事務補助員

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

勤 務 日 月曜日～金曜日（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

賃 金 日額6,360円（通勤手当支給、雇用保険・
社会保険に加入）

雇用期間

長期　平成25年４月１日◯月～
　　　平成26年３月31日◯月
短期（町民課勤務）
　　　平成25年３月１日◯金～
　　　　　　　４月30日◯火火

◆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。

◆提出期限　１月18日◯金必着
◆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

◆面接日時　忠類地区　２月６日◯水

　　　　　　幕別地区　２月７日◯木木

※詳細は後日、お知らせします。
■問　総務課職員係（℡【幕】54-6608）

役場臨時職員（事務補助）登録者募集 農業関係臨時職員募集

交通安全指導員募集
札内川ゴルフ場

募集内容 芝管理作業係、カート係（パート）、練習
場係（パート）

募集人員 若干名

応募資格 町内在住で通勤可能な満65歳以下で、
普通自動車免許取得者

勤務条件

芝管理作業係
　月24 ～ 25日間勤務（１日８時間）
　雇用保険、社会保険加入
カート・練習場係
　月15 ～ 16日間勤務（１日８時間）

勤務時間 午前８時～午後４時45分

賃 金 芝管理作業係　　　時給900円～
カート・練習場係　 時給720円～

雇用期間 平成25年４月１日～ 11月下旬
（翌年再雇用制度あり）

◆提出書類　希望職種を記入した履歴書（写真添
付）１部郵送提出

◆提出期限　１月25日◯金必着
◆面接日時　２月上旬予定
■問・提出先
　幕別町地域振興公社
　（〒089-0561 札内稔町57番地℡【幕】54-2800）

町地域振興公社従業員募集

今月のつぶやき 正月太りが、一番怖いよぉ～　PN.元でぶ子♡ 
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給食センター

募集職種 ⑩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15分

賃 金 時給980円

募集職種 ⑪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 時給980円

町内小中学校

募集職種 ⑫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

勤務時間
午前９時00分～午後３時00分を基本と
し、各学校が設定。（春・夏・冬休み中は
勤務なし）

賃 金 時給1,100円

募集職種 ⑬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

勤務時間
午前９時00分～午後３時00分を基本と
し、各学校が設定。（春・夏・冬休み中は
勤務なし）

賃 金 時給880円

募集職種 ⑭学校事務補助員

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00分～午後４時45分を基本と
し、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

クマゲラハウス

募集職種 ⑯クマゲラハウス事務補助員

応募資格 特になし

勤務時間
午前８時45分～午後５時30分
（土・日勤務あり、４月下旬～ 11月上旬
までの勤務）

賃 金 日額6,360円

町民プール

募集職種 ⑰町民プール監視員

応募資格 特になし

勤務時間

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月下旬～９月上旬
までの勤務）
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 時給790円

トレセン・スポセン

募集職種 ⑱トレーニングアドバイザー

応募資格

教員免許（保健体育）※必須
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

勤務時間 通常　午後０時30分～午後９時15分
早番　午前８時45分～午後５時30分

賃 金 月額212,700円

募集職種 ⑲トレーニング指導員

応募資格
健康運動実践指導者、教員免許（保健体
育）、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

勤務時間 通常　午後０時30分～午後９時15分
早番　午前８時45分～午後５時30分

賃 金 月額190,300円

募集職種 ⑳トレーニング補助員

応募資格
教員免許（保健体育）、日本体育協会公
認スポーツ指導員等、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

勤務時間 通常　午後０時30分～午後９時15分
早番　午前８時45分～午後５時30分

賃 金 日額7,150円

農業委員会委員選挙人名簿への登載申請

　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、１月10日◯木木です。選挙権を有する方等
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。

◆提出期限　１月10日◯木木

■　問 選挙管理委員会（総務課内・℡【幕】54-6608）
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◆募集職種・資格・雇用条件
　次の表を参照してください。
※必要な資格は、平成25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。

※教員免許について、旧免許状（平成21年３月31日
までに授与された免許状）をお持ちの方で、修了
確認期限を経過している方は、更新手続きを終
えていること。

※通勤手当支給（片道２㎞以上の場合）、社会保険、
雇用保険加入（⑯、⑰を除く。③、⑥は雇用保険の
み加入。）

◆登録有効期間
　平成25年４月１日◯月～平成26年３月31日◯月

※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）
　　応募資格に教員免許とある職種に応募する方
は、教員免許状の写し（更新手続きを終えている
場合は、更新講習修了確認証明書の写しも添付）

※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。

◆申込期限　１月18日◯金

◆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
・忠類地区　２月５日◯火火

・幕別地区　２月７日◯木木

※詳細は後日、お知らせします。
■　問 教育委員会総務係（℡【幕】54-2006）

教育委員会事務局

募集職種 ①生涯学習推進アドバイザー

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 ②臨時教諭

応募資格 教員免許（幼稚園）

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 時給940円～ 980円

募集職種 ③代替教諭

応募資格 教員免許（幼稚園）

賃 金 時給920円

募集職種 ④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５時15分

賃 金 日給6,400円～ 6,700円

図書館

募集職種 ⑤司書（本館・札内分館）

応募資格 図書館司書

勤務時間

午前９時30分～午後６時15分
（土・日勤務あり）
札内分館は木木曜日の遅番の時は、
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 ⑥スワディ号運転手

応募資格
大型自動車運転免許
※マイクロバス以上の大型自動車の運
転経験のある方

勤 務 日 月・水・木木・金

勤務時間 午前９時30分～午後５時15分

賃 金 日額5,790円

募集職種 ⑦忠類分館事務補助員

応募資格 特になし

勤務時間 午前９時30分～午後６時15分
（土・日勤務あり）

賃 金 日額6,400円

ふるさと館

募集職種 ⑧生涯学習推進アドバイザー

応募資格 教員免許

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
（土・日勤務あり）

賃 金 月額172,200円

募集職種 ⑨一般事務補助員

応募資格 特になし

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
（土・日勤務あり）

賃 金 日額6,360円
ナウマン象記念館

募集職種 ⑮一般事務補助員

応募資格 特になし

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
（土・日勤務あり）

賃 金 日額6,360円

平成25年度教育委員会臨時職員登録者の募集
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◯月◯火火◯水◯木木◯金◯土◯日

公営住宅の入居者募集

◆定期募集する住宅
　【優先公募の住宅】

募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃
①町営桂町東
（1-2）、（2-6）
（2-7）、（2-8）

４ １ ２ＬＤＫ 昭和46年
（平成24年全面改善住宅） 有 オール電化

（蓄熱式電気暖房、電気温水器）
13,300円～
26,100円

※①の公営住宅は、ユニバーサルデザインの住宅となっており、60歳以上の高齢者や歩行困難な障害のあ
る方が同居する世帯を優先的に受け付けます。歩行困難な障害とは、視覚障害（１～４級の１）、聴覚障害
（２・３級）などです。詳細は問い合わせください。
　【一般公募の住宅】

募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃
②町営旭町東（3-203） １ ２ ２ＬＤＫ 平成19年 有 リース 19,800円～ 18,800円
③町営緑町３（4-14） １ １ ２ＤＫ 昭和46年 入居者負担  5,300円～ 10,500円
④町営寿町（3-202） １ ２ ３ＬＤＫ 昭和62年 入居者負担 16,300円～ 32,100円
⑤町営泉町（1-2） １ ２ ３ＬＤＫ 平成５年

有 リース
22,200円～ 43,500円

⑥町営泉町（2-302） １ ３ ２ＬＤＫ 平成７年 19,600円～ 38,400円
⑦町営あかしや南（5-402、403） ２

４ ３ＤＫ 昭和55年

入居者負担

16,500円～ 32,400円
⑧町営あかしや南（5-404） １ 16,600円～ 32,700円
⑨町営あかしや南（6-103） １ １

３ＬＤＫ 昭和56年

17,100円～ 33,600円
⑩町営あかしや南（6-104） １ １ 17,200円～ 33,800円
⑪町営あかしや南（6-301） １ ３ 17,200円～ 33,800円
⑫町営あかしや南（6-404） １ ４ 17,300円～ 34,100円

※⑤と⑦～⑫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。
※①と⑦の住宅を応募し当選された方で、抽選会を欠席された方は、住宅係で部屋を指定します。
◆定期募集期間　優先公募の住宅（①）　　　１月15日◯火火～18日◯金

　　　　　　　　一般公募の住宅（②～⑫）　１月21日◯月～25日◯金

◆定期募集住宅の抽選会　２月６日◯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。　
◆定期募集住宅の入居説明会　２月15日◯金　午後２時～　幕別町役場４階会議室
※２月16日◯土から22日◯金までに入居願います。

◆随時募集中の住宅　（緑町団地【単身者住宅】）
募集する住宅 戸数 階数 間取り 建設年 浴槽 給湯施設 家賃
緑町（1-201） １

２ １ＤＫ
平成７年

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
緑町（3-208） １ 平成９年 33,300円

※入居の申し込みがあった時点で、募集終了となります。
◆提出書類　入居資格、申込方法などの詳細は、お問い合わせください。
◆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　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）

公営住宅料減免申請の夜間受付を行います

　著しく収入が低い方、病気や失業などの特別な事情がある方で、住宅料減免を希望される方は、次の日程
で夜間受付をしますので、ご利用ください。
◆日時　１月16日◯水、23日◯水、30日◯水　午後５時30分～午後８時まで
◆場所　役場４階都市施設課、忠類総合支所２階経済建設課、札内支所
◆持ち物　印鑑、直近の収入を証明できるもの（給与証明書、年金振込通知書など）
※必要な書類など、詳しいことはお問い合わせください。
■問　都市施設課住宅係（℡【幕】54-6623）　
　　忠類総合支所経済建設課建設管理係（℡【忠】８-2111）
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地域主権改革一括法等に伴う地域密着型
サービス等の基準に関する条例（素案）に
ご意見をお寄せください

　介護保険法が一部改正されたことで、これま
で国で定めていた地域密着型サービス等の事
業人員、整備および運営に関する基準等を、市
町村の条例で定めることとなりました。
　条例（素案）について町の考えをまとめまし
たので、ご意見、ご提言をお寄せください。

パブリックコメント（意見募集）
◆意見を求める名称　地域主権改革一括法等
に伴う地域密着型サービス等の基準に関す
る条例（素案）

◆資料の閲覧・配布　役場１階ロビー、忠類総
合支所１階ロビー、札内支所、糠内出張所、保
健福祉センター、忠類ふれあいセンター福寿

※役場ホームページからも閲覧することがで
きます。

◆提出方法　閲覧場所に設置してある意見箱
への投函、または下記提出先へ直接持参する
か、Eメール、郵便、FAXのいずれかの方法で、
住所、氏名、電話番号、意見を記載して提出し
てください。

◆意見募集期間
　　平成25年１月17日◯木～１月24日◯木
■問・■申
　保健課介護保険係
　〒089-0611　幕別町新町122番地1
　幕別町保健福祉センター
　℡ 0155-54-3811　FAX 0155-54-3839
　Eメール
　kaigohokenkakari@town.makubetsu.lg.jp

２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～ ４、18、25日◯月 ５、12、19、26日◯火火

enjoy!イキイキサーキット 19:30～ 12、26日◯火火 ７、21、28日◯木木 ４、18日◯月 １、15日◯金

はじめてエアロビクス
14:00～ 15日◯金 27日◯水

19:30～ ５、19日◯火火 ８日◯金 25日◯月

ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
10:00～ １日◯金 13日◯水

19:30～ 14日◯木木 22日◯金

みんなでスッキリサーキット 14:00～ ８、22日◯金 ６、20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～ ７、14、21、28日◯木木

※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
・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。

運動教室　初心者向けピラティス

　ピラティスは、体の深層部の筋肉をしなやかで
丈夫な筋肉に鍛え、引きしめ効果や美しい姿勢に
なる等の効果が期待できる運動です。
◆幕別会場

日　　程 １月18日◯金、１月25日◯金
２月１日◯金、２月８日◯金

時　　間 午前10時～ 11時30分

場　　所 札内スポーツセンター２階　研修室

申込期限 １月16日◯水

◆忠類会場

日　　程 １月30日◯水、２月13日◯水、２月27日◯水

時　　間 午後１時30分～３時

場　　所 ふれあいセンター福寿

申込期限 １月28日◯月

◆対象　20歳以上の町民の方
◆参加料　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、汗ふき用タオル、運動しやすい服装

■問・■申　
【幕別会場】　保健福祉課保健予防係
　（ふれあいセンター福寿内・℡【忠】8-2910）
【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）
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リンク納めスピードスケート記録会

◆日時　平成25年２月２日◯土

・開会式 午前９時20分　・競技開始 午前10時～
※幼児で（当日受付・参加料200円）参加される方
は、当日午前10時までにお越しください。

◆場所　町営スケートリンク（運動公園内）
◆対象　小学・中学・高校・一般
◆参加料　300円
◆申込期限　１月11日◯金

◆申込先
　参加料を添えて教育委員会社会体育係まで。
◆主催　　町スケート協会
■問　町スケート協会事務局・柿崎
　　（℡【幕】54-2194）

幕別スキー学校を開校します

◆開校期間　１月9日◯水～2月14日◯木木

　一般、ジュニア　毎週水・木木曜日
◆開催場所　明野ケ丘スキー場
◆講習時間　午後７時～８時30分
◆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　町スキー協会事務局・北原
　　（℡090-3399-4209）

サタデースクール

「ｈ
は ぐ

ａｇｕ（育む）☆ｈ
は ぐ

ａｇ（ふれあい）教室」

　親子で楽しく体を動かしてみませんか。
◆日時・場所
【第１回】　１月26日◯土午前10時～11時30分
　　　　　札内スポセン（アリーナ・研修室）
【第２回】　２月２日◯土午前10時～11時30分
　　　　　農業者トレセン（アリーナ・会議室）
◆講師　町トレーニング指導員・栄養士・保健師
◆対象者
　就学前児童（児童は３歳以上で、保護者同伴）
◆内容
・運動　ふれあい体操、用具を使用した運動
・講話　元気な体づくりと食育のヒント
◆定員　各会場20組
◆参加費　無料
◆申込期限　各開催実施日の１週間前とします。
◆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

※詳細は、各体育館にてチラシ配布していますの
で、ご確認ください。

■問
・教育委員会社会体育係（℡【幕】54-2006）
・スポセントレーニング室（℡【幕】56-1044）

会長杯争奪ミニバレー大会

◆日時　１月27日◯日

・受付　午前８時55分まで
・開会式　午前９時から
◆場所　農業者トレーニングセンター
◆参加対象者　幕別町ミニバレー協会登録者及び
忠類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　
【幕別町ミニバレー協会員】
　１人1,000円(昼食代・保険料含む)
【忠類ミニバレー協会員】
　１人1,200円(昼食代・保険料含む)
※大会当日に納入ください。
※幕別町ミニバレー協会に、今回登録される方は、
登録料が別途600円かかります。

◆申込期限　１月16日◯水

◆主催　町ミニバレー協会
■問・■申　町ミニバレー協会事務局・久保田
　　　　(℡・FAX0155-30-6737)

第11回幕別町フットサル大会

◆日時　２月10日◯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が
認めたチーム

◆参加料　１チーム3,000円
◆申込期限　１月25日◯金　 （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・■申　町サッカー協会事務局・桑折
　　　　（℡【幕】54‐3057）

第33回町民スキー大会

◆日時　２月３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１日◯金までにスキー協会事務局・妹尾へ
　（当日申し込み可）
◆主催　町スキー協会
■問　町スキー協会事務局・妹尾
　　（℡【幕】55-2982）
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■問・■申　幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

百年記念ホール講座

ノルディックウォーキング講習会

　ランニングよりも楽で、効果的な有酸素運動･･･
それは？
◆日時　１月27日◯日　午後２時～午後４時
◆場所　幕別町百年記念ホール　学習室2（説明）
　　　すこやかロード（実技）

◆講師　鞘野紳量さん
　（ノルディックウォーキングフィットネス協会
公認ベーシックインストラクター） 

◆対象　一般20人(応募者多数の場合抽選) 
◆受講料　なし 
◆持ち物　筆記用具、水分補給用飲み物等、屋外で
ウォーキングをするので動きやすく暖かい服装
でお越しください。

◆申込期限　１月20日◯日 

ディンプルアート入門講座

ステンドグラスのような大人の塗り絵に挑戦！
◆日程・内容（全4回）

日程 内容
１月30日◯水 お試しぬり絵
２月６日◯水 フォトフレーム作品作り
　　20日◯水 ミニティッシュケース作品作り
３月６日◯水 布バッグ作品作り

◆時間　午前10時～午後０時30分
◆場所　幕別町百年記念ホール　絵画室
◆講師　中野節子さん（ディンプルアート北海道
公認資格エリアインストラクター） 

◆受講料　2,000円
◆材料代　3,300円（ディンプルアート絵の具セッ
ト、額、ティッシュケース、布バッグ代他）　

◆持ち物　特になし
◆申込期限　１月23日◯水 

ノルディックウォーキングポール
無料貸し出しを行います！

　ノルディックウォーキングを気軽に体験して
いただく為に･･･
◆貸出場所
　幕別町百年記念ホール（事務室にて）
◆貸出本数　20本まで（団体での使用は要予約）
◆期間　１月28日◯月から２月22日◯金まで
◆時間　午前９時から午後５時まで
　　　　（この時間内に返却厳守）

男の料理教室

　男性も手軽に作れ、おいしい健康食が学べる教
室です。
◆日程・場所・定員
【幕別・札内会場】

日程 場所 定員
１月28日◯月 

保健福祉センター
16人２月27日◯水 

２月13日◯水 百年記念ホール

◆申し込み期日　１月23日◯水

【忠類会場】

日程 場所 定員
２月５日◯火  

ふれあいセンター福寿 12人２月19日◯火  

３月５日◯火  

◆申し込み期日　１月31日◯木木

【各会場の共通事項】
◆対象　20歳以上の男性
◆時間　午前10時～午後１時
◆内容　糖尿病予防食として、たらのホイル焼き、
白菜のピーナツ和え等のメニューを作ります。

◆参加費　1日あたり300円
◆持ち物　エプロン・三角巾・手ふきタオル
■問　【幕別・札内会場】
　　　保健課栄養指導係
　　　（保健福祉センター内℡【幕】54-3811）
　　【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）

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。（幕別産大豆使用）
◆日時　１月27日◯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　１月７日◯月　午前９時から電話にて
申し込みください。

◆持ち物　エプロン、三角巾、手ふき、筆記用具、漬
物用袋、漬物用樽等（４～５kgの味噌を入れる）
ペットボトル、マイはし

■問・■申　商工観光課観光労働係（℡【幕】54-6606）
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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

　燦燦ミュージック2013年の第一弾は、カラオケ
サークル「ビーナス会」の皆さんによるコンサート
です。
　日頃鍛えたメンバーの歌声をたっぷりとお楽し
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　無料

　百年ホールの定番　富良野GROUP公演の開催で
す。声、肉体、表情、人間が持つ圧倒的な存在感。エ
ネルギーの発露。最小限の舞台セットで、観客を惹
きつける演出、倉本ワールドをお見逃しなく。

◇開演　午後７時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席指定 A席3,500円　B席3,000円

　大好評にお応えして第二弾を開催！今回もスギ
ちゃんをはじめナイツ、いとうあさこ、インスタン
トジョンソン、響、かもめんたる、Ｕ字工事の豪華
メンバーが集結。家族お揃いでお楽しみください。

◇開演　午前10時～　②午後１時～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席指定3500円
　●ローソンチケット　Ｌコード：13620
　●ＳＫネット　　（窓口販売はありません）

　羽幌町出身のシンガーソングライターみのや雅
彦さんが前回の約束通り再び幕別に！圧倒する
ボーカルと抱腹絶倒トーク、時には涙……こんな
ステージがみのや雅彦の真骨頂。元気がもらえる
「みのやステージ」絶対オススメです。

◇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　全席指定 3,000円

葉加瀬太郎

　2013 年、春ツアー決定！！

燦燦 MUSIC    Vol.　50
ビーナス会　カラオケコンサート

1/20
◯日日

富良野GROUP公演
舞台「明日日、悲別で」

1/28
◯月月

みのや雅彦ライブ
北海道特別巡業～心には青い空～

3/2
◯土土

日日医工 presents 葉加瀬太郎クラシックシアターⅢ
supported by Iwatani

4/25
◯木木

お笑いスーパーライブ　in 幕別
3/31
◯日日

※
注　

市
外
局
番
【
幕
】
０
１
５
５
【
忠
】
０
１
５
５
８

出演：西川由華・高畠由香・波塚三恵子（ピアノ）
 　　赤部里美（フルート）
　クラシックの杜、今回は新春をピアノとフルー
トで彩る趣向を凝らした演出です。家族そろって
お楽しみください。

◇開演　午後２時30分～
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由 500円

クラシックの杜　Vol.19
新春音楽物語「窓ぎわのトットちゃん」

1/20
◯日日

　20回目を迎えた「クラ杜」今回の出演は十勝を代
表するフルーティスト赤部里美さんと波塚三恵子
さんによるリサイタルです。ピアノとフルートの
名曲をたっぷりとお楽しみください。

◇開演　午後２時30分～　
◇場所　百年記念ホール大ホール
◇チケット　全席自由 1,000円

クラシックの杜　VOL.20
波塚三恵子＆赤部里美リサイタル

2/2
◯土土
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0 8 9 0 5 6 3
十勝先行発売

◇往復葉書による受付のみ
　（消印有効）
◇期間　１月月26日日～２月月４日日
◇応募多数の場合抽選
◇お１人様４枚まで

◇開演　午後７時　◇全席指定　7,000円　◇場所　百年記念ホール

（返信の宛名面）（往信の裏面）（往信の宛名面）（返信の裏面）

一般発売は、２月25日～　（ローソンチケットのみ）　未就学児入場不可



年明けは１月６日◯日から開館します

今年も皆さんのご利用をお待ちしています。

◇おはなし会
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ちるどらん

今月はお休みです。

ババール
・１月26日◯ 土 午前10時30分
　札内分館
あっちこっち紙芝居
・１月19日◯ 土 午前10時30分 
　札内分館
※１月から開始時間が変更になります

おはなしの小箱
・１月23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
・１月25日◯金　午後４時
　ふれあいセンター福寿

ふらっとあーと《本館》
【ミニ図書展示】　本館
・冬にあったか～くなれる本あり
　あります。
・冬の北海道を楽しむ！

◇展示コーナー

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

今月のおすすめ本　北の本箱から

□　森村誠一さんの棚

「写真俳句のすすめ」 森村 誠一/スパイス/2005.12

　毎日見慣れている風景や四季の移ろいなど、「予感」
が走った風景をデジカメで撮影。その風景をわずか17
字で作者の世界観を表す俳句にした「写真俳句」は、著
者が新たに発見した表現方法だそう。本書は、写真俳
句のいわば入門書。写真のそばに添えられた著者の俳
句は、言葉を操る作家であるだけに、その旬の語が心
の琴線にふれ、響いています。

□　福原義春さんの棚

「福縁伝授 聞いてもらいたい独り言」 福原 義春/集英社/2011.2

　資生堂名誉会長として多忙を極める著者は、読書家
としても知られています。本書は、資生堂のことや読書
のこと、仕事のこと、著者いわく「人の縁、知の縁、物の
縁」についてつづったエッセイ集。
　「聞いてもらいたい独り言」というタイトルどおり、
するっとした文章がすっと心に入ってきます。が、読み
終えるとその幅広い知識と思慮深さに感動させられま
す。

□　国弘正雄さんの棚

「本棚が見たい！２」 川本 武/ダイヤモンド社/1996.10

　国弘さんの他、高橋義夫、志茂田景樹、森詠などの著
名人24人の本棚を覗くことができる「本棚が見たい！
２」は三島由紀夫の作品で一段を埋め尽くされた横尾
忠則の本棚に、「どの作品が一番好きなんだろう？」と
考えたり、国弘さんの書棚にあった本が北の本箱に並
んでいるかもしれないと、わくわくしながら見るのが
楽しい一冊。本を近づけたり離したりせずにはいられ
ません。

今月の行事

１月の図書特別展示「【北の本箱】移動展」
日日　時　１月６日◯日～30日◯水
場　所　全館

　みんな！　知ってる？
　『北の本箱』　誕生秘話。
　ぐる～とまわって三館展！！

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１/31）
《開館時間》
　午前10時～午後６時
　※忠類分館は午後９時まで

１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）


