お知らせ

問

問い合わせ先

古衣料・牛乳パック回収
６月の回収量は、384㎏でした。
◆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、はぎれなどの小さな
もの。汚れのひどいもの。
（牛乳パックは、ボラン
ティア団体「忠類ミルクの会」に届けます。）
◆日時・場所
土 午前８時30分～10時
８月10日◯
役場南側駐車場
※12月は札内、３月は忠類で回収します。月月
問 商工観光課観光労働係
（℡【幕】54-6606）

廃てんぷらを回収しています
◆回収場所 役場、札内福祉センター、忠類総合支
所、幕別北コミュニティセンター、札内南コミュ
ニティセンター
※建物入口に回収ボックスを設置しています。
※回収できるのは、植物油です。
（パーム油を除く）
容器はお持ち帰りください。
リサイクルにご協力ください。
問 商工観光課観光労働係
（℡【幕】54-6606）

平成25年町民税・道民税の控除漏れはありませんか

８月の行政相談
木 午後１時～３時
◆日時 ８月15日◯
◆場所 町民会館
◆行政相談委員 松本茂敏さん
(新町・℡【幕】54‐5267)

８月の人権相談
木 午後１時～３時
◆日時 ８月15日◯
◆場所 町民会館
◆人権擁護委員 齊藤彰彦さん、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）
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夏の日に

問い合わせ・申込先

消費生活相談室から<相談事例>
質問
Ｑuestion

携帯電話でアダルトサイトに接続し、18
歳以上の年齢確認をクリックすると、いきな
り動画が再生された。画面下に料金の説明が
あり、３日間で１万５千円、４日目から半年
間で５万５千円かかるという。入会した覚え
はないが、驚いて退会メールを送ったとこ
ろ、入金確認後に退会できるというメールが
来た。払わなければならないか。
答え
Ａnswer

実際に自分でサイトに接続したことに
よって料金請求の画面が表示されるため、
驚いてしまう人が多いようです。この相談
の場合、料金などの申し込み内容を確認・訂
正する画面がなかったということで、ワン
クリック請求と思われます。
ワンクリック請求とは、ある項目をク
リックすると、自動的に一斉に請求メール
が送られるというものです。このようなサ
イトの規約などには、携帯電話の個体識別
番号やＩＰアドレスなどを表示して、あた
かも身元を特定しているかのように思わせ
て払わせようとしますが、これだけで個人
が特定されることはありません。
契約は、当事者双方の意思が合致して成
立します。このようなワンクリック請求は、
利用者の申し込みの意思の確認もなく、一
方的に請求しているにすぎません。従って、
契約が有効に成立していないわけですか
ら、支払い義務も当然ないということにな
ります。
相談者には、決して払わないこと、メール
アドレスは変更すること、無視を続けるこ
となどを助言しました。
幕別町消費生活相談室
相談時間：午前10時～午後３時
電 話 0155-54-6606
幕別 相談日 火・木曜（毎月第３火曜除く）
場 所 （役場１階商工観光課内）
電 話 0155-55-5800
札内 相談日 月・水・金曜
場 所 （札内福祉センター内）
電 話 01558-８-2111
忠類 相談日 毎月第３火曜
場 所 （忠類コミュニティセンター内）

冷たいものを窓際で…ついでにどうぞ

リンゴアメ

PN.ぶたメガネ

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

平成25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24年12月31日現在）
②寡婦・寡夫の方（平成24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 税務課住民税係
（℡【幕】54-6604）

問・申

市民後見人養成研修日程（平成25年度幕別会場）
共催：北海道・幕別町 帯広市・音更町と合同開催
※研修内容や時間帯は、変更になることがあります。
月

日

土土
８月 31 日◯

日日
９月１日◯
火火
９月３日◯
土土
９月７日◯

日日
９月８日◯

～

月月
９月９日◯
金金
10 月４日◯
土土
10 月５日◯

日日
10 月６日◯

時間帯
13：00 ～ 13：20
13：20 ～ 14：40
14：50 ～ 16：10
16：20 ～ 17：40
13：00 ～ 14：20
14：30 ～ 15：50
16：00 ～ 17：20
一日を予定 詳細は調整中
13：00 ～ 14：20
14：30 ～ 15：50
16：00 ～ 17：20
13：00 ～ 14：20
14：30 ～ 15：50
16：00 ～ 17：20
平日に 3 日間
講義・実習を予定
会場や日程は調整中
13：00 ～ 14：20
14：30 ～ 15：50
16：00 ～ 17：20
13：00 ～ 14：20
14：30 ～ 15：50
16：00 ～ 17：20

その他

レポート作成（各自）

会場：札内福祉センター

研修内容
備 考
オリエンテーション
受講生スピーチ
法定後見の仕組みと流れⅠ
法定後見の仕組みと流れⅡ
任意後見の仕組みと流れ
成年後見の財産管理
成年後見の身上監護
市民後見先進地視察・見学
幕別町の受講者のみ
代理権と同意・取消権
成年後見とお金の話
任意後見に関する事項
後見ニーズと利用支援
法定後見の事例Ⅰ～高齢者等～
法定後見の事例Ⅱ～障がい者等～
介護施設や障がい者施設等の見学実習
幕別町の受講者のみ
家庭裁判所の見学
高齢者・障がい者向けのサービス等の説明
任意後見の事例と課題
成年後見に関する行政の取り組み
法人後見のススメ
円滑な後見業務に向けて
後見人の心得
確認テストと受講生スピーチ
レポート作成①
レポート作成②
レポート作成③

志願動機 （申込書）
体験実習の報告書作成
市民後見人像

まくべつ芸術祭の一般参加者を募集します

社会・産業、文化・スポーツの功労賞および善行賞

月 の日程で開催され
木 から11月４日◯
10月31日◯
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・日程・内容
・札内東コミセン
日 ダンスの夕べ
11月３日◯
・百年記念ホール
月 作品展示、
木 ～11月４日◯
菊花展示
10月31日◯
土 バレエ・バトン発表会
11月２日◯
月 月 一般舞台発表会
11月４日◯
日 ～４日◯
月 薄茶席
11月３日◯
※詳細はお問い合わせください。
金
◆申込期限 ８月16日◯
問・申
・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）

町では町表彰条例に基づき、社会・産業の発展、
文化・スポーツの振興に大きく貢献されている
方、他の模範となるような善行や努力をされて
いる方の功績をたたえ、毎年表彰を行っていま
す。町民の皆さんからの推せんをお待ちしていま
す。
火
◆推せん期日 ８月20日◯
◆推せん方法・問い合わせ先
次のところに所定の様式を請求し、候補者の功
績、略歴等を詳しくご記入の上提出してくださ
い。
◇社会・産業功労賞、善行賞
・総務課総務係（℡【幕】54-6608）
・忠類総合支所地域振興課（℡【忠】８-2111）
◇文化・スポーツ功労賞
・教育委員会（℡【幕】54-2006）
・忠類総合支所生涯学習係（℡【忠】８-2201）

今月のつぶやき

子どもより

大人がはしゃぐ

夏まつり

PN.祭り男
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お知らせ

問

問・申

問い合わせ先

問い合わせ・申込先

お知らせ
幕別町市民後見人養成研修受講者募集
月 認知症や知的・精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方を支援する、成年後見（せいねんこう
けん）制度を、皆さんはご存知でしょうか。
「市民後見人」は、判断能力が十分でない方に代わって、身近な地域に住む住民が、福祉サービスの契約や
財産管理などの後見活動を行うことです。
幕別町では、下記の日程で、
「市民後見人」を養成する研修を、帯広市・音更町と合同開催します。研修で
は成年後見制度のしくみや、
「市民後見人」に必要な心構え・知識・実務等を学びます。市民後見人として
活動するために、ぜひこの機会に受講ください。
土 ～平成25年10月６日◯
日 の間の約10日
平成25年８月31日◯
※「市民後見人養成研修日程」のとおり
◆場所
幕別町札内福祉センター２階大集会室
※実習と講義の一部は、別会場になります
◆内容
講義30時間、実習20時間
※実習日程等の詳細は、応募者にご案内します。
◆対象
①研修終了日において、満25歳以上で、現に幕別町に居住する者
②未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人を解任されたことがない者
③破産していない者
◆受講料
無料
◆定員
20人（研修は帯広市・音更町と合わせて100人を予定）
◆応募方法 「市民後見人養成研修受講申込書」に必要事項を記入の上、下記申込み先へ郵送又は、ご持
参下さい。
※申込書は、札内福祉センター窓口、ふれあいセンター福寿、保健福祉センターで取得でき
ます。
月 ～平成25年８月19日◯
月 必着
◆募集期間 平成25年７月８日◯
◆その他
全カリキュラムを履修した方には、修了証が発行されます。
問・申 幕別町保健福祉センター介護支援係
（℡【幕】54‐3811）

◆日時

Ｑ

質問
uestion

成年後見制度って
どんな制度ですか？

認知症、知的障がい、精神障が
いなどの理由で判断能力の十分
でない方々は、不動産や預貯金などの財産を
管理したり、身のまわりの世話のために介護
などのサービスや施設への入所に関する契
約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする
必要があっても、自分でこれらのことをする
のが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく
判断できずに契約を結んでしまい、悪徳商法
の被害にあうおそれもあります。このような
判断能力の十分でない方々を保護し、支援す
るのが成年後見制度です。
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夏フェスタ

こんなに近くで

成年後見制度には
どのようなものが
あるのですか？

答え
Ａnswer

成年後見制度は、大きく分け
ると、法定後見制度と任意後見制
度の２つがあります。
また、法定後見制度は、
「 後見」
「 保佐」
「補
助」の３つに分かれており、判断能力など本
人の事情に応じた制度を利用できるように
なっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によっ
て選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・
補助人）が本人の利益を考えながら、本人を代
理して契約などの法律行為をするときに同意
を与えたり、本人が自分で法律行為をするとき
に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした
不利益な法律行為を後から取り消したりする
ことによって、本人を保護・支援します。

大輪を見る幸福

PN.ドカーン

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

答え
Ａnswer

Ｑ

質問
uestion

お知らせ
「ニトリ北海道応援基金」の助成を受
けて植樹をしました
株式会社ニトリが、20年間で全道各地に苗木
1,000万本を植樹する「北海道1,000万本植樹計画」
に基づいて助成する「第８回ニトリ北海道応援基
金」より1,273,500円の助成を受けて、次の事業を
行いました。
◆町有林造成事業（４月16日～６月５日） 町有
林の植樹事業として、23.44㌶にアカエゾマツ
49,220本を植樹しました。
◆沿路植栽事業（６月８日） 猿別の金毘羅神社近
郊に、ＮＰＯ法人幕別風土学研究会が八重桜15
本を植樹しました。
◆『まくべつ元気の森』森林体験事業（６月21日）
南勢地区にある『まくべつ元気の森』に、糠内小
学校全児童19人と明倫小学校全児童13人が、ナ
ナカマド100本を植樹しました。
問 農林課林務係
（℡【幕】54-6605）
ＮＰＯ法人幕別風土学研究会（℡【幕】54-4534）

平和と非核を願って原爆パネル展を開催

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

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。
木 ～８日◯
木 月 午前９時～午後10時
◆期間 ８月１日◯
（８日は午後３時まで）
◆場所 忠類コミュニティセンター（ロビー）
問 総務課総務係(℡
【幕】54-6608)

道営住宅の入居者を募集します
金 ～26日◯
月
◆募集案内の配付期間 ８月９日◯
金 ～26日◯
月
◆申し込みの受付期間 ８月23日◯
◆募集予定団地と公募予定戸数
募集する住宅
間取り 戸数
道営あかしや南団地（一般世帯向け）２ＬＤＫ ２戸
道営あかしや南団地（一般世帯向け）３ＬＤＫ ２戸
道営あかしや南団地（単身者向け） ２ＤＫ １戸
道営若草団地（高齢者等世帯向け） ２ＬＤＫ １戸
道営若草団地（高齢者等単身向け） ２ＤＫ １戸

※詳しくはお問い合わせください。
問・申 （株）
エーワンホーム(帯広市西８条南13
丁目２番地)（℡0155-22-2013）
今月のつぶやき

昔は焼き鳥

安かったのになぁ…

盆踊り大会を開催します
幕別、忠類で盆踊り大会を開催します。

第17回忠類ふるさと盆踊り大会
水 月 午後６時～
◆日時 ８月14日◯
◆場所 ふれあいセンター福寿駐車場特設会場
（雨天の場合は、忠類コミュニティセンター大ホール）
◆内容 仮装・素踊りや子ども盆踊りはもちろ
ん、盛りだくさんの出店コーナーもあります。
ぜひ、家族や友人と忠類盆踊りをご堪能ください。
※参加者は、事前申込みが必要ですので、事務局
までお問い合わせください。
問・申 第17回忠類ふるさと盆踊り大会実行委員
会事務局（地域振興課）(℡【忠】８-2111)

幕別町夏まつり盆踊り大会
土 月 午後４時30分～午後８時30分
◆日時 ８月17日◯
日 に順延）
（雨天の場合は、18日◯
◆場所 幕別町役場前
◆内容 アトラクションに始まり、子ども盆踊
り、盆踊り（個人、団体）、最後は恒例のもち
まきをします。当日は、どこかで見たことのあ
る人物のオリジナルお面を無料配布します。お
そろいのお面をつけて、みんなで踊りましょう。
※参加受付は、午後５時30分～午後６時20分まで月
です。
問・申 幕別町夏まつり盆踊り大会実行委員会事
務局（幕別町商工会）(℡【幕】54-2703)

とかち帯広空港「空の日」記念
「航空祭り2013」を開催します
子どもから大人まで楽しめるイベントが盛りだ
くさんです。ぜひお越しください。
日 月 午前10時～午後３時
◆日時 ９月８日◯
◆場所 とかち帯広空港
◆管制塔・気象施設見学（午後１時～２時）
①対象者 小学３年生～中学生
②定員 20人 （応募者多数の場合は抽選）
③申込方法 往復はがきに下記の内容を記載
・イベント名（管制塔・気象施設見学希望)
・参加希望者住所、氏名（ふりがな）、電話番号、学年
（年齢）、保護者氏名、返送先、１通で２人まで申込可
木 ～８月23日◯
金
④募集期間 ８月１日◯
問・申 空の日実行委員会（℡0155-64-5320）
〒089-1245 帯広市泉町西9線中8-41 帯広空港事務所内
PN.リトルグリーンメン
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お知らせ

問

問い合わせ先

問・申

問い合わせ・申込先

平成26年度職員採用資格試験の実施について
平成26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
人員
若干名
①
受験資格

②
③
④

消防署職員
３人（うち救命士１人）
平成２年４月２日以降に生まれた方で、学校
昭和58年４月２日以降に生まれた方
教育法による高等学校以上を卒業または平成26
年３月に卒業見込みの方
保健師の有資格者、または平成26年３月末日
救急救命士の有資格者、または平成26年３月
までに保健師の資格を取得見込みの方
末までに救急救命士の資格を取得見込の方
普通自動車運転免許を取得、または平成26年
普通自動車運転免許を取得、または取得見込
３月末日までに取得見込みの方
みの方
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
採用後、４年以内に大型自動車運転免許取得
見込の方
採用後、幕別町内に居住できる方

⑤
試験方法
試験日

⑥
一次
試験
二次
試験
一次
試験
二次
試験

試験場所

論文試験、面接試験

一般教養・論文試験・体力試験

面接試験

面接試験

火火
８月27日◯

木木
９月12日◯

火火
８月27日◯

水水
９月25日◯

幕別町役場

５階会議室

一次試験は、幕別町民会館２階講堂、体力試験
は幕別町農業者トレーニングセンター
二次試験は、幕別消防署２階会議室

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
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。
断などにより採否を決定します。
火火
採用予定日
平成26年４月１日◯
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。
受験手続き
②郵送により請求する場合は、封筒の表に下記の職種を朱書きし、あて先を明記して120円切手
( 申込書の
請求）
を貼った返信用封筒（折らずにＡ４版が入る大きさ）を必ず同封してください。
合格から採
用まで

「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」
月
月 ～16日◯
金 まで。
申込書の
８月12日◯まで。
８月５日◯
月 の消印まで有効。 ※郵送の場合は、
金 の消印まで有効
※郵送の場合は、８月12日◯
８月16日◯
受付期間
幕別町役場総務課総務係（℡【幕】54-6608）
東十勝消防本部総務課（℡【幕】54-2912）
問い合わせ
〒089-0692
〒089-0604
・申込先
幕別町本町130番地
幕別町錦町90番地

自衛官を募集します
詳細は、お問い合わせください。
募集種目

応募資格

航空学生

高卒（見込み含む）
21 歳未満の者
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試験日
土
一次 ９月21日◯
土 ～17日◯
二次 10月12日◯
木木
三次 11月以降
月 ・17日◯
火火
一次 ９月16日◯
水水 ・10日◯
二次 10月９日◯
木木

18 歳以上
27 歳未満の者

自衛官候補生（男子）

問

８月１日◯
木木
～
金
９月６日◯

一般曹候補生
自衛官候補生（女子）

受付期間

木木
９月26日◯

試験日の前日まで

金 ・28日◯
土
９月27日◯
日）
（予備日９月29日◯

自衛隊帯広募集案内所（℡0155-23-8718）、ホームページ（http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/）
今月のつぶやき

夏まつり

彼女の手を握ったのはいつだったかな

PN.サカイ

お知らせ
帯広高等看護学院専任教員の募集
募集職種
雇用期間
勤務場所
応募資格

保健師・助産師・看護師で以下の資格の者
平成26年４月１日から
帯広高等看護学院
昭和53年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人
１ 専任教員として必要な研修を修了した人
２ 大学において教育に関する科目を４単位以上履修して卒業した人で、保健師・助産師または看
月月護師として３年以上業務に従事した人
３ 保健師・助産師または看護師として５年以上業務に従事した人で、平成26年度看護教員養成講
習会（約９か月間:開催地札幌）受講可能な人

月 ～９月13日◯
金
募集期間 平成25年８月12日◯
◆ 問・申 帯広高等看護学院（℡0155-47-8881） 帯広市西11条南39丁目1番3号

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。

９月の健康講座
講座名

時間

トレセン

スポセン
火月
３、10、17、24日◯

転倒しない体づくり

13:30～

月月
２、９、30日◯

enjoy!イキイキサーキット

19:30～

火月
10、24日◯

14:00～

金月
13日◯

水月
25日◯

19:30～

火月
３、17日◯

金月
６日◯

10:00～

金月
27日◯

水月
11日◯

19:30～

木月
12日◯

金月
20日◯

14:00～

金月
６、20日◯

水月
４、18日◯

はじめてエアロビクス
ＺＵＭＢＡ(ズンバ）
みんなでスッキリサーキット
講座名

時間

ゆったりストレッチ＆快適運動

14:30～

木 月 ２、
月月
５、19、26日◯
９、30日◯

忠類体育館

金月
13、27日◯

忠類コミセン
木月
12、19、26日◯

木月
５日◯

問 ・教育委員会社会体育係月（℡【幕】54-2006） ・札内スポセントレーニング室
■
・幕別トレセン

月

（℡【幕】56-1044）
（℡【幕】54-2106） ・忠類体育館月月（℡【忠】８-2201/コミセン内・生涯学習係）

パークゴルフ公区親睦秋季大会

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

土 月 午前８時～
◆日時 ９月14日◯
（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
月月
◆申込締切 ９月９日◯
◆主催 パークゴルフ協会
申 クマゲラハウス
（℡【幕】54-2289）
札内スポーツセンター（℡【幕】56-4083）
問 パークゴルフ協会・伊藤
（℡【幕】56-5439）

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25年６月20日 匿名 ５万円
今月のつぶやき

浴衣の時くらい

町立わかば幼稚園体験入学を実施します
ご希望の方は、事前にわかば幼稚園までご連絡
ください。
水 月 午前10時15分～11時15分
◆日時 ９月11日◯
◆場所 町立わかば幼稚園（錦町98番地）
◆対象者 未就学児童がいる家庭
◆内容 「園児と一緒に仲良く遊ぼう」
◆その他
・保護者、体験児とも上履きをご用意ください。
・次回は12月を予定しています。
問・申 わかば幼稚園(℡
【幕】54-4223)

北海道排水設備工事責任技術者試験
水 月 午後１時30分～
◆日時 10月23日◯
◆場所 帯広東急イン（帯広市西１条南11丁目２番地）
※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
月 ～９月４日◯
水
◆申込期間 ８月26日◯
問・申 水道課下水道事業係
（℡【幕】54-6624）

おしとやかに歩いてください

PN.ズカズカ歩くと台無し
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お知らせ

問

問い合わせ先

百年記念ホール講座
■問い合わせ・申込先
幕別町百年記念ホール（℡【幕】56-8600）

赤ちゃんとスキンシップしながら楽しくエクササイズ!

初めてのベビーダンスレッスン
水 、18日 ◯
水 、10月２日 ◯
水 、23
◆日時 ９月11日 ◯
水 、11月13日◯
水 、27日◯
水 午前10時30分～正午
日◯
◆場所 百年記念ホール月講堂
◆講師 後藤月 奈津美さん（一般社団法人日本ベビー
ダンス協会認定ベビーダンスインストラクター）
◆対象 生後4カ月から1歳半までの子どもと母親月
20組（応募者多数の場合抽選）
◆受講料 １組月3,000円
◆託児料 １回500円（ご希望の場合は１週間前ま
でに申込が必要、詳しくはお問合せ下さい）
◆持ち物 ヨガマット（無ければバスタオルでも
可）抱っこひも、汗ふきタオル、親子の着替え、飲
み物、赤ちゃん用体温計（無ければ貸出可）
水月
◆申込締切 ９月４日◯

高齢期の生活設計を考えよう！
町民カレッジ「賢く老いて 今を生きる」
土、
土、
土、
◆日時 ８月31日 ◯
９月14日 ◯
28日 ◯
10月
土
土
土
土
５日◯、19日◯、11月９日◯、23日◯、12月14日
土、
土、
土 月 午前10時～正午
12月21日◯
１月18日◯
◯
全10回
◆場所 百年記念ホール
◆講師 ファイナルシャルプランナー、町の保健
師、栄養士、歯科衛生士、太極拳講師、行政書士他
◆対象 一般月30人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料 10回コース申込の場合月 3,000円（単発
受講の場合１回500円）
◆材料費 800円（テキスト代他）月
土（定員に余裕があれば途
◆申込締切 ８月24日◯
中からの受講も可、お問合せ下さい）
◆カリキュラム
１月高齢期の生活設計
２月介護保険制度とサービスの利用
３月町内介護施設の見学
４月年齢に合った献立作りと料理実習
５月お口のケアについて
６月自分の健康について振り返ろう
７月太極拳を学ぶ
８月相続について
９月成年後見制度
10月自分を振り返る、エンディングノート作成
※時間、内容が変更になる場合があります。
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今月のつぶやき

君の浴衣がまぶしすぎて

問・申

問い合わせ・申込先

世界に一つだけのスタンドを作ろう！
木工芸＆ディンプルアートでスタンド
作り講座
水 、25日 ◯
水 、10月９日 ◯
水 、23
◆日時 ９月11日 ◯
水 午前10時～正午 全４回
日◯
◆場所 百年記念ホール 木工芸室
◆講師 郷月孝男さん（おもちゃの病院医師長）
中野節子さん（月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）
◆対象 一般月10人（応募者多数の場合抽選）
◆受講料 2,000円
◆材料費 1,200円（木材、電気ソケット、アクリル板、絵具代他）
◆持ち物 汚れても良い服装月、手拭きタオルなど
水月
◆申込締切 ９月４日◯

幕別ふるさと味覚工房
手作りトマトケチャップとスイート
コーンのびん詰講習会
金、
月
◆日時 ９月６日◯
９月９日◯
午前９時30分～午後３時30分
◆場所 幕別ふるさと味覚工房（新和）
◆定員 各日10人（一人１回）
※定員になり次第、締め切り。
◆参加料 1,200円
◆持ち物 エプロン、三角巾、手ふき
水 ～８月12日◯
月 まで
（午前
◆申込受付 ８月７日◯
10時～午後５時）グループや代表者等複数での
申し込みは受け付けません。
（℡【幕】57-2001）
◆■
問・申 幕別ふるさと味覚工房

第37回幕別町陸上競技選手権大会
日月 月
８月25日◯
開会式
午前８時40分月 月
競技開始 午前９時～
◆場所 運動公園陸上競技場
◆参加料 一人300円（２種目）
金月
◆申込期限 ８月９日◯
◆申込方法 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・申 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。

◆日時

祭りの夜は胸が騒がしい

PN.白いちご

