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お知らせ

ＴＰＰを考える幕別集会
ＴＰＰが食料と農業、そして私たちの暮らしに与える影響について考えてみませんか。多くのみな
さまのご参加をお願いします。
●日

時

土 午後３時～４時30分（開場：午後２時30分）
平成26年１月25日◯

●会

場

幕別町百年記念ホール

札内支所から百年記念ホールまでバスを運行します。
行き 札内支所 午後２時15分発（帰りは集会終了次第）
※百年記念ホール周辺の駐車場の駐車台数に限りがありますので乗り合わせにご協力ください。

無料

●入場料

※お帰りの際に幕別町産メークインをプレゼント

『ＴＰＰと「食」の安全』

講演

帯広畜産大学名誉教授（農学博士） 中野益男氏

情勢報告

『ＴＰＰが「農業と生活」に及ぼす影響』
幕別町農業協同組合代表理事組合長
北海道農業協同組合中央会会長
全国農業協同組合中央会副会長

飛田稔章氏

問 協議会事務局
（農林課）
（℡【幕】54‐6605）
■

主催：ゆとりみらい21推進協議会
※ゆとりみらい21推進協議会は、幕別町、幕別町農業委員会、幕別町農業振興公社、幕別町農業協同組
合、札内農業協同組合、忠類農業協同組合、帯広大正農業協同組合、十勝農業改良普及センター十勝
東部支所・十勝南部支所、十勝農業共済組合東部事業所・南部事業所、日本甜菜製糖株式会社東部セ
ンター幕別で組織し、農業施策の調査・研究、立案及び農業技術の改善等を実施している団体です。

１月の人権相談

幕別消防団出初式
※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

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。
火 午前10時30分～
◆日時 １月７日◯
◆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

１月の行政相談

問 幕別消防署消防課消防係
（℡【幕】54‐2434）
■
今月のつぶやき

【幕別会場】
木 午後１時～３時
◆日程 １月16日◯
◆場所 札内福祉センター
◆人権擁護委員 齊藤彰彦さん、佐藤恵子さん
【忠類会場】
木 午前10時～正午
◆日程 １月16日◯
◆場所 ふれあいセンター福寿
◆人権擁護委員 赤石裕元さん、三島まゆみさん
問 福祉課社会福祉係
（保健福祉センター内・℡【幕】54‐3811）

娘と一緒に昼寝しないようになりたい

木 午後１時～３時
◆日時 １月16日◯
◆場所 札内福祉センター
◆行政相談委員 松本茂敏さん
問 新町・℡
【幕】54‐5267

PN.２歳児並の睡眠時間ママ
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民生委員児童委員、主任児童委員を紹介します
民生委員児童委員、主任児童委員の一斉改選による委員の変更がありました。
生活や子育てなどを相談したい。福祉サービスを利用したい。そのような福祉
に関することは地区担当委員にご相談ください。
（任期は平成25年12月１日から３年間）
氏

名

住

所

電話番号

担当地区

氏

名

住

所

電話番号

担当地区

宮本真由美 本町 78-5

54-2603 本町１・２・３、幸町

上田 昭夫 札内桂町 571-70 56-5199 桂町２

吉田喜惠子 錦町 33

54-3383 錦町１･ ２

氏間 道子 札内共栄町 163-73 25-0525 共栄町１・２・３

池田 明子 寿町 52

54-2271 寿町１･ ２･ ３

木村 時代 札内北栄町 31-6 26-0946 北栄町１・２

谷友美和子 字軍岡 33

54-3183 南町２

若山 美子 札内桜町 71-18 24-8724 桜町北・中央

宇佐美美知子 緑町 40-33

54-3582 南町１､ 緑町１

及川 清貴 札内桜町 89-6 21-5636 桜町南

松本 紀子 宝町 154-10

54-6280 宝町 ､ 新町

小岩

町田 芳子 字軍岡 547

54-4391 緑町３

早坂ケイコ 札内新北町 47-6 56-3169 新北町東

三原ツヤ子 緑町 21-42

54-2161 緑町２

小笠

柿崎登美子 緑町 5-106

54-2194 緑町４

橋本 信幸 札内北町 19-19 56-7402 北町１・２

大石 洋子 旭町 21-91

54-3166 旭町２

後藤 正徳 札内北町 24-5 56-8134 北町３

山本 榮子 旭町 18-60

54-6026 旭町１･ ４

安藤 幸夫 札内文京町 41-14 56-4633 文京町

高橋 敏男 字明野 302

54-3905 明野南 ･ 北、新川

石森 和夫 札内暁町 259-123 56-6769 暁町東

齊藤 正孝 字大豊 343-7

54-3931 軍岡 ､ 大豊、南勢

早川喜久子 札内暁町 258-10 55-4327 暁町西

小山 章衛 字相川 335-4

54-4095 相川 ･ 東 ･ 南 ･ 西 ･ 北

酒井 明美 札内暁町 248-157 56-7347 暁町北

森

54-3995 猿別 ･ 西猿別、豊岡２、新和

北野喜八郎 札内みずほ町 143-61 56-5408 依田 ､ 西和 ､ みずほ町

一 字猿別 29-4

勉 札内西町 32-12 22-5229 西町１・２

巌 札内新北町 16-3 56-2368 新北町西

山田 雅子 札内豊町 5-23 56-2032 中央町１､ 豊町

松田 文子 字千住 466-3

56-4900 中稲志別 ､ 新生 ､ 稲志別 ､ 豊岡 1

郷

横山

56-4924 途別

弘枝 札内中央町 483 56-2360 中央町２

渡 字途別 44

髙橋 妙子 札内中央町 320-23 56-3264 中央町３

尾藤 敏之 字依田 444-3

56-4956 上稲志別 ､ 昭和 ､ 日新１・２

磯部 敏雄 字千住 146

松田

56-3920 古舞

56-2951 千住１･ ２･ 東 ､ 札内区

勉 字古舞 338-4

伊藤 小百合 札内青葉町 300-90 56-1046 青葉町１

松岡 光男 字糠内 681

57-2154 五位 ､ 糠内１、糠内市街 ､ 中糠内

中寺 雅子 札内青葉町 24-2 56-8805 青葉町２

六郎田明正 字明倫 60-4

57-2257 西糠内 ､ 明倫

坂本 陽子 札内春日町 315-13 56-4740 春日町

片山 民男 字中里 414-4

57-2228 中里、美川、駒畠

佐藤トモ子 札内春日町 709-32 56-2785 東春日町

瀧本 洋次 忠類白銀町 213-7 ８-2245 （忠類）白銀町、幸町

山角 博史 札内あかしや町 56-16 56-3664 あかしや町 ･ 中央

日光

村上 典子 札内あかしや町 47-17 56-4718 あかしや南２

菅野由紀子 忠類本町 85

８-2063 （忠類）錦町、本町

井田寿美恵 忠類東宝 141

８-2933

草田 修治 札内あかしや町 43-57 56-4650 あかしや南１
水野 久予 札内泉町 73-12 56-3725 泉町

勝 忠類栄町 369-17 ８-2261 （忠類）栄町
（忠類）東宝、元忠類、幌内、
新生、豊成、晩成

矢野 優子 札内泉町 84-11 56-6365 泉東

下川 暢宏 忠類共栄 133-4 ８-2748 （忠類）西当、上忠類、上当

南

笠松 信一 緑町 2-7

54-6668 [ 主任児童委員 ]

佐々木妙子 札内若草町 550-11 56-5821 若草町２

大和田 貢 忠類共栄 190

８-2754 [ 主任児童委員 ]

平川美智子 札内若草町 551-57 56-6616 若草町３

齊藤 彰彦 札内北町 16-14 56-1466 [ 主任児童委員 ]

横山

前川みや子 札内暁町 275-4 56-4896 [ 主任児童委員 ]

輝雄 札内若草町 538-56 56-8340 若草町１

宏 札内桂町 566-56 56-4822 桂町１・３

※網掛けは、新規の委員です。
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今月のつぶやき

初雪は恐怖のクリスマスが今年も忍び寄ってくるという合図
来年は健康に過ごしたいなぁ… PN.病院代が痛いよ

PN.カルキング

お知らせ
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方へ

高額介護合算制度のお知らせ

高額介護合算制度は、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。
【共通事項】
◆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】
・世帯で医療または介護の自己負担額のい
区 分 基準額
ずれかが０円の場合は対象になりませ
現役並み
住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその
ん。
67万円 方と同じ世帯にいる方で窓口負担が３割の方
所得者
・支給額が500円以下の場合は支給されま
一 般
56万円 現役並み所得者、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方
せん。
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
・所得区分は、毎年７月31日現在の窓口負
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税である方
担割合が適用されます。
区分Ⅰ
19万円 のうち世帯全員が所得０円かつ公的年金受給額80万
◆申請手続 基準日（7月31日）時点で加入
円以下の方
している医療保険により手続きが異なり
②【70歳未満の国民健康保険加入者】
ます。２月下旬までに申請手続きのご案
区 分 基準額
内をします。
国保被保険者世帯全員の基礎控除後の所得合計額が
上位所得者 126万円 600万円を超える世帯にいる方
※対象期間中に転入された方、75歳に到達
一 般
67万円 上位所得者、住民税非課 税世帯以外の方
された方、他の医療保険に加入されてい
住民税非
た場合は、町から申請の案内ができない
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
課税世帯
場合があります。
③【後期高齢者医療制度加入者】
※基準日時点で、町の国民健康保険、後期高
区 分 基準額
齢者医療制度以外の方は、加入している
現役並み
住民税の課税所得が145万円以上ある加入者とその
医療保険者へ支給申請してください。
67万円 方と同じ世帯にいる方で窓口負担が３割の方
所得者
◆申請場所
町民課国保医療係、高齢者医
一 般
56万円 現役並み所得者、区分Ⅱ・Ⅰ以外の方
療係、札内支所、忠類総合支所地域振興課
区分Ⅱ
31万円 世帯全員が住民税非課税である方
問
町民課国保医療係・高齢者医療係
■
世帯全員が住民税非課税である方のうち世帯全員が
区分Ⅰ
19万円 所得０円かつ公的年金受給額80万円以下の方
（℡【幕】54-6602）

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

町民見学会を開催します。今回は、相川にある十
勝中央家畜市場と新和のふるさと味覚工房を訪れ
ます。ふるさと味覚工房では、アイスクリーム・町
内産の食材を使ったピザを作る体験を行います。
多くの皆さんの参加をお待ちしています。
木
◆開催日 ２月６日◯
◆時間・内容
午前７時30分 忠類総合支所発
午前８時30分 町民会館発
午前８時45分 札内支所発
午前９時～
十勝中央家畜市場

午前10時～

ふるさと味覚工房

人事異動（１月１日付け）（ ）内は前職
＝

幕別町発令

＝

■課長職
兼林務係長事務取扱（経済部農林課長）森 範康
■課長補佐職
民生部町民課主幹住民年金担当（経済部農林課林務
係長）菅野 敦
■退職(平成25年12月31日付）
民生部町民課主幹住民年金担当 山﨑 賢一

▲

▲
▲

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

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26年３月（平成25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）

十勝中央家畜市場と
ふるさと味覚工房 を見学しませんか

今月のつぶやき

午後１時45分 札内支所着
午後２時
町民会館着
午後３時
忠類総合支所着
◆募集人数 20人（先着順）
◆参加料 500円
月 ～１月17日◯
金
◆申込期限 １月６日◯
問・■
申 企画室企画情報担当
（℡【幕】54-6610）
■

初雪の頃に付き合って、春と共に初恋も終了。若かったゎー

PN.次の恋は夏に
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お知らせ

問

問い合わせ先

申

申し込み先

提

提出先

福祉灯油の支給について
町では、灯油価格高騰に対する低所得世帯等福祉支援として、福祉灯油等支給事業を実施します。燃料の
購入等冬期間の生活支援のため、下記要件に該当する世帯に幕別町商工会商品券6,000円分を支給します。
◆支給の用件
平成25年度町民税非課税世帯のうち、平成25年12月１日現在幕別町に住所があり、申請日まで引き
続き居住している世帯で①から⑦のいずれかに該当する世帯と⑧生活保護世帯。
①昭和13年12月2日以前に生まれた者のみで構成する世帯（世帯全員が満75歳以上の世帯）
②身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定または精神障害者福祉手帳１級の方
③児童扶養手当受給者
④特別児童扶養手当受給者
⑤幕別町重度心身障害者および、ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定める母または父で
ある方
⑥北海道が発行した特定疾患医療受給者証の交付を受けた方
⑦北海道が発行した小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けた方
⑧生活保護世帯
なお、平成25年１月２日以降に幕別町に転入された方は、平成25年度市町村民税の非課税を証明す
る書類を持参してください。
また、上記条件に該当しているにも関わらずご案内文書が送付されない方はお問い合わせください。
◆申請期間
平成26年１月31日まで ※申請受付は役場開庁日、開庁時間とさせていただきます。
◆申請場所 幕別町保健福祉センター、幕別町役場町民課、札内支所、糠内出張所、忠類ふれあいセン
ター福寿
問 福祉課社会福祉係
（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

いじめ防止啓発標語の優秀作品を紹介します
幕別町いじめ問題等対策委員会では、いじめ防止啓発活動の一環として標語を募集しました。
多くの皆さんが問題意識と関心をもって応募してくれました。
（応募総数321作品、優秀賞40作品）
小学４年生～６年生は２月号に、中学生は３月号に掲載する予定です。
【小学１年生】
ともだちを
やめようよ
ありがとう
やさしさは

17

（白人小学校
（白人小学校
（札内南小学校
（札内南小学校

赤石
小山
山口
中村

泰雅）
沙那）
陽咲)
有吾)

【小学２年生】
気づいてよ あなたのことばで きずつく子
みんなある いじめをとめる そのゆうき
ありがとう まほうの言葉で みなえがお

（白人小学校
（札内北小学校
（明倫小学校

岩野
橋本
谷内

紗英）
拓兎)
拓夢）

【小学３年生】
目指そうよ クラスみんなが えがおの輪
元気よく みんなのえ顔 楽しい日
わる口は 「わ」をこわすもの だめなもの

（白人小学校
（札内南小学校
（忠類小学校

宮脇
青木
山田

快翔）
優奈）
太一）
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おもいやる こころ たいせつに
なかまはずれや しらんぷり
なかよくあそぶ あいことば
つぎからつぎへ ひろがるよ

今月のつぶやき

初雪が降ったら雪だるまを作りにゆきましょう

PN.ゆきの三段活用

お知らせ
消費生活相談室から<相談事例>

Ｑ

質問
uestion

３週間ほど前に、亡くなった父宛に皇室
関係の写真が送られてきて、約５万円の請
求書が入っていた。７か月前に業者から電
話があった時に、本人が亡くなっているこ
とを伝えたら、無料だから送るという話
だった。父は10年以上前に叙勲を受けてお
り、今までに何度か皇室関係の写真集を買
わされていたようだ。
答え
Ａnswer

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

当相談室から事業者に電話をし、申し込
んでいないので着払いで返送する旨を伝え
ました。相談者には、商品を着払いで返送す
ること、また、今後の電話や商品の発送をか
たく断ることを文書で出すよう助言しまし
た。その後事業者からの請求や電話はあり
ません。
今回の件では、ご本人が叙勲を受けた後
あたりから一方的に写真集などを送られて
きており、断れずに払っていたようだとの
事でした。特に高齢者は、断るという行為
に罪悪感を持つ方も多く、そこを狙われた
のではないかと思われます。電話で無料と
言っておきながら請求書を同封してくると
いう悪質な例ですが、こういう場合は、有料
と理解した上で申し込みをしたわけではな
いので、支払う必要はありません。また、仮
に申し込みの意思表示をしたとしても、電
話勧誘販売にあたるため、契約書面が届い
てから８日以内なら、クーリング・オフによ
り契約の解除ができます。
クーリング・オフとは
訪問販売や電話勧誘などで契約しても、
一定期間内なら無条件で解除ができる制度
で、商品を使用したとしても返品でき、ま
た、払ったお金も全額返してもらえます。
幕別町消費生活相談室
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）

今月のつぶやき

町道支障木伐採作業員の募集
町では、季節労働者の冬期雇用対策として、町道
の支障木伐採作業員を募集します。
詳しくは、問い合わせください。
◆業務内容 町道の支障木伐採作業ほか
◆応募資格 季節労働者で、ハローワークから「雇
用保険特例受給資格者証」の交付を受けた方。
◆雇用条件 賃金（１時間）1,200円
◆雇用時間 １日６時間程度
月 から10日程度
◆雇用期間 ２月３日◯
※のこぎり、ヘルメット、除雪用スコップを持参し
てください。
◆提出書類 登録申込書、雇用保険特例受給資格
者証（または離職票）
※申込書は提出先にあります。
金
◆提出期限 １月24日◯
提 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
問 商工観光課観光労働係
（℡【幕】54-6606）
■

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％）
Ａ団地4.44ha、Ｂ団地3.84ha、Ｃ団地3.3ha
◆売買価格 １ヘクタール５万円
◆売渡期間
金（単年契約）
契約日～平成26年10月31日◯
金
◆申込期限 １月17日◯
◆説明会・抽選会
金 午前10時 役場２階会議室
１月24日◯
問・■
申 農林課牧場係
（℡【幕】54-6605）
■

幕別町競争入札参加資格審査申請について
平成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新規に希望す
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26年度の１年間
月 ～ 28日◯
金
◆受付期間 平成26年２月３日◯
※平成25年度の申請から、一部提出書類が変更と
なっております。
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）
■

実家からの１人暮らし、そして２人暮らしへ

PN.年内の引越は無理でした
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お知らせ

問

問い合わせ先

消費税価格転嫁対策相談等窓口について
町及び商工会では、４月からの消費税引上げに
際し、消費税の価格転嫁等について懸念が示され
ていることから、事業者の方などが身近に相談で
きる窓口を設置しています。
◆消費税の価格転嫁対策等情報受付窓口
・経済部商工観光課内（℡【幕】54-6606）
◆消費税転嫁対策相談窓口
・幕別町商工会（℡【幕】54-2703）
（上記窓口の受付時間は、土日祝日、年末年始の休
日を除く午前８時45分～午後５時30分です。）
◆主な受付内容
①消費税の転嫁拒否等の行為（買いたたきなど）
②消費税の転嫁を阻害する表示行為（「消費税還元
セール」の表示など）
③消費税の表示に関するもの（総額表示、外税表示など）
※個別事案の情報等を受け付けたときは、当該事案
の情報を国に通知します。
（ 調査・指導について
は、権限を有する国の担当機関で実施します。）
問 商工観光課
（℡【幕】54-6606）

スプレー缶の出し方について（訂正）
12月広報において、使い捨てライター、スプ
レー缶の出し方ついて掲載しましたが、スプレー
缶の出し方について誤りがありましたので、次の
とおり訂正します。
◆スプレー缶の出し方
（幕別地域）
ガスを全て抜いた（使い切った）後、缶に穴を開
けて「資源ごみ」のかん類として出してください。
ただし、塗料のスプレーなど、ガスを抜いた後に
も中身が残ってしまうものは、
「燃やせないごみ」
で出してください。
（忠類地域）
ガスを全て抜いた（使い切った）後、缶に穴を開
けて「燃えないごみ」として出してください。
問 町民課環境衛生係
（℡【幕】54-6601）
地域振興課住民生活係（℡【幕】８-2111）

公区等活動のための印刷機の利用について
公区や老人クラブ等の団体活動で印刷機の使
用を希望される場合は、用紙をご持参いただくこ
とで、公共施設の印刷機を無料でお使いいただけ
ます。
◆印刷機を設置している施設
役場、教育委員会、、忠類総合支所、札内支所、保
健福祉センター
問 総務課総務課係
（℡【幕】54-6608）
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申

申し込み先

提

提出先

暴風雪による被害防止について
冬期間の車の運転では気象情報に注意し、暴風
雪等の悪天候が予想される時は極力外出を避け
ましょう。やむを得ず車で外出するときには次の
ことに注意してください。
◆悪天候時の車の運転における注意事項
・防寒着、カイロ、長靴、手袋、スコップ、け
ん引ロープ等を車に用意し、十分に燃料があるこ
とを確認して出かけましょう。また、万一に備え
て、飲料水や非常食も用意しておくと安心です。
・地吹雪などで、運転に危険を感じたら、無理
をせずに道の駅やガソリンスタンド、コンビニ
エンスストア、駐車場など安全な場所に車を止
めて天気の回復を待ちましょう。
◆車が雪に埋もれてしまった場合は
・避難できる場所や救助を求められる人家がな
い場合は、消防(119番)や警察(110番)に連絡す
るとともに、車の中で救助に備えてください。
・エンジンをかけ続けると排気ガスが車内に逆
流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがありま
すので、原則、エンジンを切ることが大切です。
・防寒のためにやむを得ずエンジンをかけて待
つ場合には、車のマフラーが雪に埋まらないよ
うに定期的に除雪してください。
◆防災情報ＨＰアドレス
北海道防災情報（携帯版）
http://i.bousai-hokkaido.jp
北海道地区道路情報（携帯版）
http://www.info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/m/
道路交通情報Now!!（PC版）
http://www.jartic.or.jp
問
■ 町民課交通防災係（℡【幕】54-6601）

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
提出はお済ですか。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。
金
◆提出期限 １月10日◯
問 選挙管理委員会
（総務課内・℡【幕】54-6608）
■

忠類ソリ大会優勝！！ PN.まじんぶー

お知らせ
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

階数

間取り

建設年

①町営新緑町２（９）

１

３ＬＤＫ

平成11年

②町旭町西（1-105）

１

２ＬＤＫ

平成13年

浴槽

給湯施設

有

リース

家賃
25,400円～ 49,800円
20,500円～ 40,200円

※①～②の公営住宅は、バリアフリーの住宅となっており、60歳以上の高齢者のみの世帯または歩行困難
な障がいのある方が同居する世帯を優先的に受け付けます。詳細はお問い合わせください。
なお、応募がない場合は、一般公募の住宅として取り扱います。
（①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。②の住宅は告知事項があります。）
（③～⑧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。）
【一般公募の住宅】
募集する住宅

階数

間取り

建設年

③町営桂町（4-201）

２

３ＬＤＫ

昭和58年

④町営あかしや南（5-301）

３

３ＤＫ

昭和55年

⑤町営あかしや南（5-304）

３

３ＤＫ

昭和55年

⑥町営あかしや南（5-403）

４

３ＤＫ

昭和55年

⑦町営あかしや南（6-404）

４

３ＬＤＫ

昭和56年

⑧町営新緑町西（2-19）

１

３ＤＫ

昭和54年

⑨町営旭町東（1-202）

２

２ＬＤＫ

平成17年

⑩町営本町１（1-202）

２

２ＬＤＫ

平成15年

⑪町営泉町（1-7）

２

３ＬＤＫ

平成５年

浴槽

給湯施設

入居者負担

家賃
16,000円～ 31,500円
16,700円～ 32,800円

リース

16,700円～ 32,800円
16,700円～ 32,800円
17,500円～ 34,500円

入居者負担

10,400円～ 18,400円
19,500円～ 38,300円

有

リース

21,000円～ 41,200円
22,200円～ 43,500円

火 ～１月20日◯
月（土日祝日を除く）
優先公募の住宅（①～②）１月14日◯
火 ～１月27日◯
月（土日祝日を除く）
一般公募の住宅（③～⑪）１月21日◯
木 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
◆定期募集住宅の抽選会 ２月６日◯
※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。
月 午後２時～ 幕別町役場４階会議室
◆定期募集住宅の入居説明会 ２月17日◯
火 から24日◯
月 までに入居願います。
※２月18日◯
◆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25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。
申 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）
■

◆定期募集期間

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

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。
水、
水
29日◯
◆日時 １月15日◯
午後５時30分～午後７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）
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）

今月のつぶやき

昨年以上の盛り上がりを！！！

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
お住まいの季節労働者の「雇用相談窓口」を開催し
ます。
木、
木
◆日時 １月23日◯
３月13日◯
◆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、雇用保険特例受給資格者
証（又は雇用保険被保険者証）
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）

PN.ＳＰ実行委員会事務局
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お知らせ

問

問い合わせ先

申

申し込み先

提

提出先

幕別子育て支援センターが変わります！
幕別子育て支援センターの一時保育の対象年齢拡大と子育て支援事業の時間を延長します。
○一時保育事業（幕別子育て支援センター）
・対象児童を「満６か月」に拡大します。
月 から開始し、保育は１月14日◯
火 から実施します。
・利用登録を１月６日◯
◆内容
変更前

変更後

対象児童

離乳等を終了している満１歳から
小学校就学前までの児童

満６か月から
小学校就学前までの児童

定

10 名程度

15 名程度

員

※まくべつ分室では、既に「満６か月」児童の一時保育を実施しています。
◆利用方法
・利用する方は、事前の登録が必要です。登録申請書等は、保健福祉センター、札内支所、子育て支
援センターにあります。
・利用する場合は、原則３日前までに来所または電話で申し込みください。
○子育て支援事業（あおば分室）
新設の「あおば分室」
（あすなろ学童保育所併設）で、子育て相談のほかセンター開放、子育て講座等各
種支援事業を実施します。なお、各種事業の日程等につきましては、
「支援センターだより」及び町ホー
ムページでご確認ください。
◆名称等
・幕別子育て支援センターあおば分室 札内青葉町185-12 ℡56-3811 FAX56-5657
問 こども課保育係
（保健福祉センター内・℡【幕】54-3811）

幕別子育て支援センター（さかえ保育所内・℡【幕】26-4467）
幕別子育て支援センターまくべつ分室（中央保育所内・℡【幕】54-2552）
幕別子育て支援センターあおば分室（℡【幕】56-3811）

子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査を実施します
町では、平成27年４月からスタートする予定の子ども・子育て支援新制度の実施に向け、子ども・子育て
支援事業計画を策定するために、アンケート調査を実施しますので、ご協力願います。
◆調査目的
教育・保育・子育て支援の充実を図るため、５年間を一期とする子ども・子育て支援事業計画を作成
し、計画的に給付・事業を実施するため。
◆調査内容
保育所や幼稚園、学童保育所、子育て支援事業の現在の利用状況や今後の利用希望等について
◆調査方法
町内の就学前のお子さん、または小学校３年生のいるご家庭の全世帯を対象に、保護者の方に回答い
ただく調査票を、郵送または保育所、小学校を通じ配布します。
ご記入の上、調査票でご案内する方法により提出してください。
◆調査票発送時期
・就学前のお子さん １月上旬
・小学校３年生
１月下旬
問 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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今月のつぶやき

大人の女性になります！

PN.永遠の１８歳

お知らせ
町内小中学校

税金の嘱託徴収員募集

募集職種 ⑫学校事務補助員

税金の嘱託徴収員

応募資格 特になし

募集職種 町税、国民健康保険税の徴収業務

勤 務 日 月曜日～金曜日
午前８時～午後４時45分を基本とし、
勤務時間 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
ナウマン象記念館

募集職種 ⑬一般事務補助員
応募資格 特になし
勤 務 日 水曜日～月曜日
勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
賃

金 日額6,360円
クマゲラハウス

募集職種 ⑭クマゲラハウス事務補助員
応募資格 特になし
月曜日～日曜日 ２人体制による隔日
勤務
午前８時45分～午後５時30分
勤務時間
（４月下旬～ 11月上旬までの勤務）
勤 務 日

賃

金 日額6,360円

募集人員 １人
提 出 先

◆応募資格
・満64歳までの方（昭和24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、祝日は休み）
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
火 ～平成27年３月31日◯
火
平成26年４月１日◯
◆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。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
水（詳細は後日連絡します。
◆面接日時 ２月５日◯
）
問 税務課納税係
（℡【幕】54-6603）
■

町地域振興公社従業員募集
札内川ゴルフ場

町民プール
募集職種 ⑮町民プール監視員

募集内容

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

応募資格 特になし
札内東・南・北・糠内各町民プール
月曜日～日曜日の隔日勤務
勤 務 日 幕別プール
月曜日～日曜日の３人体制による２交
代制
札内東・南・北・糠内各町民プール
午前９時～午後５時の間
（５月下旬～９月上旬までの勤務）
勤務時間 幕別プール
午前９時～午後８時までの間（２交代
制）
（５月上旬～９月末までの勤務）
賃

金 時給790円

募集職種 ⑯トレーニング補助員
教員免許（保健体育）取得者、日本体育
応募資格 協会公認スポーツ指導員等、エアロビ
クスやヨガなどの指導員資格取得者
勤 務 日 月曜日～金曜日（※土日勤務あり）

賃

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
通勤可能な満65歳以下で、普通自動車
運転免許取得者
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、有給休暇有
勤務条件 カート係
月15 ～ 16日間勤務（１日８時間）
練習場（集球）係
月15 ～ 16日間勤務（１日４時間）
芝管理作業係
時給900円～
賃
金
カート・練習場係
時給740円～
応募資格

平成26年４月１日～ 11月下旬
雇用期間
（翌年再雇用制度あり）

トレセン・スポセン

勤務時間

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

午前８時45分～午後９時15分のうち７
時間45分（※早番、遅番あり）

◆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
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
◆面接日時 ２月上旬予定
問・提 幕別町地域振興公社
（〒089-0561 札内稔町57番地・℡【幕】56-2800）

金 日額7,150円～ 7,450円

今月のつぶやき

いい女になる！

PN.もうすぐ24歳
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お知らせ

問

問い合わせ先

申

申し込み先

提

提出先

平成26年度教育委員会臨時職員登録者の募集
◆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26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。
※通勤手当支給（片道２㎞以上の場合）、社会保険、雇用
保険加入（⑭、⑮を除く。②、⑤は雇用保険のみ加入。）
◆登録有効期間
火 ～平成27年３月31日◯
火
平成26年４月１日◯
※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
※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。
火 必着
◆申込期限 １月21日◯
◆面接日時
水
・忠類地区 ２月５日◯
木
・幕別地区 ２月６日◯
※詳細は後日、お知らせします。
提 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
問 教育委員会総務係
（℡【幕】54-2006）
■

わかば幼稚園

ふるさと館

募集職種 ①臨時教諭

募集職種 ⑦一般事務補助員

応募資格 教員免許（幼稚園）

応募資格 特になし

勤 務 日 月曜日～金曜日

勤 務 日 水曜日～日曜日のうち３日程度

勤務時間 午前８時30分～午後２時30分

勤務時間 午前８時45分～午後５時30分

賃

賃

金 時給940円～ 980円

給食センター

募集職種 ②代替教諭
応募資格 教員免許（幼稚園）

募集職種 ⑧幕別学校給食センター調理員

賃

応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）

金 時給920円

募集職種 ③事務補助員

勤 務 日 月曜日～金曜日

応募資格 特になし

勤務時間 午前８時15分～午後３時45分

勤 務 日 月曜日～金曜日

賃

勤務時間 午前８時30分～午後５時15分

募集職種 ⑨忠類学校給食センター調理員

賃

応募資格 調理師免許（調理業務経験者も可）

金 日給6,400円～ 6,700円
図書館

募集職種 ④司書（本館・札内分館）
応募資格 図書館司書
午前９時30分～午後６時15分
（土・日勤務あり）
勤務時間
札内分館は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6,880円～ 7,360円
募集職種 ⑤スワディ号運転手
大型自動車運転免許
応募資格 ※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・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 ⑥忠類分館事務補助員
応募資格 特になし
午前９時30分～午後６時15分
勤務時間
（土・日勤務あり）
賃
金 日額6,590円
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金 時給980円

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 ⑩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
午前９時～午後３時を基本とし、各学
勤務時間 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 ⑪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
午前９時～午後３時を基本とし、各学
勤務時間 校が設定。
（ 春・夏・冬休み中は勤務な
し）
賃
金 時給880円

今月のつぶやき 「１ヶ月1キロ、１年で12キロ減！スリムだったあの頃に!?」 PN.カルキング

お知らせ
保健福祉関係臨時職員の募集
臨時介護認定調査員
募集内容 介護認定調査業務
募集人員 ３人
介護支援専門員資格を有する方また
は、看護職か介護職の資格を有する方
で、認定調査員研修修了の方（未受講の
応募資格
場合は、採用後、研修に準じた指導プロ
グラムを受講すること）
普通自動車運転免許取得者
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
雇用期間 平成 26 年４月１日～ 27 年３月 31 日
◆賃金 詳細はお問い合わせください。
◆提出書類 履歴書（写真添付）
介護支援専門員証、または看護職か介護職の免
許証の写し、認定調査員研修修了証明書の写し
金 必着
◆提出期限 ２月21日◯
◆面接日時 詳細は後日連絡します。
問・提 保健課介護支援係
（保健福祉センター内・
■
℡【幕】54-3811）
保健師
応募資格

保健師資格
普通自動車運転免許取得者

業務内容 保健師業務全般
勤 務 日 月18日程度
賃

金 日額8,920円

勤務場所 保健福祉センター健康推進係
保健師または介護支援専門員
保健師資格または介護支援専門員資格
普通自動車運転免許取得者
地域包括支援センター業務（予防プラ
業務内容
ン・介護予防事業）
嘱託職員 月曜日～金曜日
勤 務 日
臨時職員 週４日以上
嘱託職員 月額212,700円
賃
金
臨時職員 日額 8,920円
応募資格

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

勤務場所 保健福祉センター介護支援係
【共通事項】
◆募集人員 健康推進係１人
介護支援係２名
◆雇用期間 平成26年４月１日～ 27年３月31日
◆勤務時間 午前８時45分～午後５時30分
◆提出書類 履歴書（写真添付）
保健師免許または介護支援専門員証の写し
金 必着
◆提出期限 ２月21日◯
◆面接日時 詳細は後日連絡します。
問・提 保健課健康推進係・介護支援係
（保健福祉
センター内℡・
【幕】54-3811）

診療車運転業務臨時職員
診療車の運転・車両点検整備および事
募集内容
務補助など
募集人員 １人
応募資格 普通自動車運転免許取得者
週３日（火・水・金曜日）および月１日
勤 務 日
（木曜日）
勤務時間 午後０時30分～５時30分
賃
金 日額5,300円
雇用期間 平成 26 年４月１日～ 27 年３月 31 日
◆提出書類 履歴書（写真添付）
普通免許証の写し
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
◆面接日時 詳細は後日連絡します。
問・提 保健課健康推進係
（保健福祉センター内・
■
℡【幕】54-3811）
発達支援センター嘱託職員
（発達支援コーディネーター）
発達に支援を必要とする子どもや家族
業務内容
の相談調整業務
募集人数 １人
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
発達支援センター（保健福祉センター
勤務場所
内）
雇用期間 平成26年４月１日～平成27年３月31日
◆提出書類 履歴者（写真添付）、教員免許証（写し）
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 発達支援センター（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月中旬（詳細は、後日連絡します。）
問 発達支援センター（保健福祉センター内・℡
■
【幕】54-6533）

まくべつ健康21（第２期健康づくり計画原案）
パブリックコメントの意見募集について
町では、平成15年に「まくべつ健康21」を作成し、
新たに第２期計画を作成しますので、ご意見を募
集します。
◆計画の名称 まくべつ健康21（第２期）
◆資料の閲覧場所
役場１階、保健福祉センター、札内支所、忠類総
合支所、忠類ふれあいセンター福寿、役場ホーム
ページ（http://www.town.makubetsu.lg.jp/）
◆意見の提出方法
閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」にて提出
ください。
月 ～2月21日◯
金
◆募集期間 平成26年1月20日◯
問 保健課健康推進係（保健福祉センター内・℡
■
【幕】54-3811）
Makubetsu
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問

問い合わせ先

申

申し込み先

提

提出先

農業関係臨時職員募集
町営牧場（南勢・共栄・中当第２・晩成）
家畜飼養作業と関連農業機械操作の作
募集職種
業員・作業補助員
募集人員 ５人
応募資格 普通自動車運転免許取得者
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 26 年４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）
募集職種 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26年４月～ 11月
◆提出書類 臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 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）
■
ふるさと味覚工房（新和）
募集職種 指導員（常勤）
募集人員 １人
栄養士または食品衛生管理者の資格を
応募資格
有する方
勤 務 日 週５日（土・日勤務あり、火曜日・祝日は休み）
賃
金 日額7,150円
募集職種 補助指導員（非常勤）
募集人員 １人
応募資格 なし
日額6,360円
賃
金
常勤指導員と同等の資格者は日額7,150円
週１日程度（土・日勤務あり、火曜日・祝
勤 務 日
日は休み）
勤務日数 年間80日程度
《共通事項》
業務内容 食品加工や調理の指導
勤務時間 午前８時 45 分～午後５時 30 分
雇用期間 平成 26 年４月１日～平成 27 年３月 31 日
◆提出書類 臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 農業振興公社、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 農業振興担当
（℡【幕】57-2711）
■
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農業振興公社（新和）
募集職種 一般事務補助員
募集人員 １人
応募資格

普通自動車運転免許取得者
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
勤務場所 町農業担い手支援センター（新和）
賃

金 日額6,360円

登録期間 平成 26 年４月 1 日～平成 27 年３月 31 日
◆提出書類 臨時職員登録申込書（写真添付）
※申込書は提出先にあります。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 農業振興公社、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 農業振興公社
（℡【幕】57-2711）
■

役場臨時職員（事務補助）登録者募集
役場・各支所・出張所・保健福祉センター
ふれあいセンター福寿
一般事務補助員（長期・短期）
月 ～４月30日 ◯
水役
募集職種 ※短期は３月３日 ◯
場町民課勤務になります。
役 場・各 支 所・出 張 所・保 健 福 祉 セ ン
ター・ふれあいセンター福寿
簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
応募資格
ル）のできる方
勤務場所

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（休憩１
時間）

賃

日額6,360円（通勤手当支給、雇用保険・
社会保険に加入）

金

登録期間 平成 26 年４月１日～ 27 年３月 31 日
◆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。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 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
木
◆面接日時 幕別地区 ２月６日◯
金
忠類地区 ２月７日◯
※詳細は後日、お知らせします。
問 総務課職員係
（℡【幕】54-6608）
■

お知らせ
第12回幕別町フットサル大会
日 午前８時～午後５時
◆日時 ２月23日◯
◆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
金 （先着16チーム）
◆申込期限 １月31日◯
◆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・鳴海
■
（℡090-9082-2513）

リフレッシュ教室
◆日時・場所
月
・札内スポセン武道場 ２月10日、17日◯
月
・幕別トレセン武道場 ２月24日、３月３日◯
※いずれも午後７時～８時30分
◆内容 「ヨガ」
初めての方でも大丈夫です。ゆったりとした
呼吸をしながら、じっくり体を動かしていくヨ
ガです。全４回で徐々に「体と心」をほぐします。
自宅でも簡単に実践できるヨガを身につけられ
ます。
◆参加料 300円（当日納入）
金
◆申込期限 １月31日◯
※当日参加も受け付けます。
◆持ち物 バスタオルとフェイスタオル
◆主催 町スポーツ推進委員会
問・■
申 教育委員会社会体育係
（℡【幕】54-2006）
■

東十勝消防事務組合の財産（車両）を売り払います
※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

幕別消防署で使用していた車両を一般競争入札
により売り払います。
◆物件詳細
・車名 消防ポンプ自動車
・年式 昭和59年式（1984年）
・登録状況 平成26年９月９日車検満了
・走行距離 22,673Ｋｍ（平成25年11月30日現在）
◆物件説明会
木 午前10時
・日時 平成26年１月16日◯
・場所 幕別消防署２階会議室（錦町９０番地）
◆売り払い方法 一般競争入札
火 午前10時
・入札日時 平成26年１月21日◯
・入札場所 幕別消防署２階会議室
・入札保証金 免除
問 幕別消防署庶務係
（℡【幕】54-2434）
■

臨時職員登録者募集（保育士等）
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26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26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26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26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
火 ～平成27年３月31日◯
火 まで
平成26年４月１日◯
◆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。
火 必着
◆提出期限 １月21日◯
提 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)
木
◆面接日時 ２月６日◯
※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）
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お知らせ

問

問い合わせ先

申

申し込み先

提

提出先

２月の健康講座
講座名

時間

トレセン

スポセン

転倒しない体づくり

月
13:30～ ３、10、17、24日◯

火
４、18、25日◯

enjoy!イキイキサーキット

火
19:30～ 25日◯

月
３、10、17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
ゆったりストレッチ＆快適運動

木
６、20、27日◯

金
14:00～ 14日◯

水
26日◯

火
19:30～ ４、18日◯

金、
月
７日◯
24日◯

金
10:00～ 28日◯

水
12日◯

木
19:30～ 13日◯

金
21日◯

金
14:00～ ７、21日◯

水
５、19日◯

時間
14:30～

金
14、28日◯

忠類体育館
木
６、13、20、27日◯

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）

忠類地区で行う講座等の紹介です！
１ＤＡＹ★冬の運動教室
初心者向けのやさしい内容です
＜ノルディックウォーキング教室＞
２本の専用ポールを使ったウォーキングです。
上半身を動かすので、消費カロリーアップ！肩周
辺の血行をよくします。
水
◆日程 １月29日◯
◆講師 町運動指導員
＜ボクササイズ教室＞
パンチ・キックをとり入れたエアロビクス運動で
す。男女問わず、日頃のストレスを発散しましょう！
水
◆日程 ２月12日◯
◆講師 吉田景子氏（トータルケアインストラクター）
＜やさしいヨーガ＞
心も体もリフレッシュ☆ヨーガで元気に！骨盤を中
心に気持ちよく体をほぐし、動きやすい体に整えます。
金
◆日程 ２月28日◯
◆講師 山口博子氏（全米Yoga Alliance）
【各教室の共通事項】
◆場所 ふれあいセンター福寿
◆定員 各日20名程度
◆時間 午後１時30分～３時(受付午後１時から)
◆持ち物 水分補給用の水、タオル、バスタオル
（２月28日のみ）

いきいきシニア講座
～やるなら今！介護予防～
65歳以上の町民を対象に、健康でいきいきとし
た生活を応援する５日コースの講座です。
月
◆日程 ２月３日、10日、17日、24日、３月３日◯
◆時間 午後１時30分～３時まで
（２月10日は、午前10時30分～午後１時30分まで）
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問・申 保健福祉課保健予防係（ふれあいセン
ター福寿内・℡【幕】８-2910）

◆場所 ふれあいセンター福寿
◆対象 65歳以上の町民
◆内容 転倒予防運動、お口のケア、いつまでもお
いしく食べる工夫等
◆定員 20名程度
◆持ち物 水分補給用の水、タオル等(２月10日は
エプロン、手拭タオル)
水
◆申込期限 １月29日◯

代謝アップ！！教室
代謝のよい健康なからだ作りを応援する２日
コースの教室です。
金
◆日程 １月24日、31日◯
◆時間 午前10時～正午まで（31日は午後１時まで）
◆場所 ふれあいセンター福寿
◆対象 健康診査等の結果で肥満、高脂質血症、高
血糖など生活習慣の改善が必要な方、体力が低
下ぎみで疲れやすい方
日程
内容
講師
【健康講話】
代謝アップの心掛けと 町保健師
は？
金【代謝アップ運動】
１/24 ◯
呼吸と筋肉を意識し、山口博子氏
身体の芯から温まる簡（全米 Yoga Alliance）
単な運動です
【料理づくり】
金 バランスよくしっかり 町管理栄養士
１/31 ◯
食べる知恵と料理の組
み合わせの工夫
◆定員 20名程度
◆持ち物 24日は水分補給用の水、タオル、バスタオル
31日はエプロン、手拭タオル
水
◆申込期限 １月22日◯

お知らせ
リンク納めスピードスケート記録会
土
◆日時 平成26年２月１日◯
・開会式 午前９時20分 ・競技開始 午前10時～
◆場所 幕別運動公園スケートリンク（寿町）
◆対象 小学・中学・高校・一般
◆参加料 300円
水
◆申込期限 １月15日◯
◆主催
町スケート協会
申 参加料を添えて教育委員会社会体育係まで。
■
問 町スケート協会事務局・柿崎
■
（℡【幕】54-2194）
※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。

会長杯争奪ミニバレー大会

※注 市外局番【幕】０１５５【忠】０１５５８

日
◆日時 ２月２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。）、東部ブロックの各協会及び忠類協会
に登録している選手で構成するチーム
※協会単位でのチーム編成とします。
※単独でのチーム編成が出来ない場合は、事務局
までご連絡下さい。
◆種目 男子の部・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)
【東部ブロック各協会員及び忠類協会員】
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。
水
◆申込期限 １月22日◯
◆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)

人生学博士の茶木さんによる初心者ダンス
スポーツ講習会
日 ～３月23日◯
日
◆日時 ２月２日◯
毎週日曜日（計８回）午前10時～正午
◆場所 札内北コミュニティセンター
◆受講料 無料
◆講師 茶木 広良さん（公益社団法人 日本ダ
ンススポーツ連盟公認指導員）
◆服装 普段着、運動靴
◆内容 ディスコ、マンボ、ブルースほか
申 当日、
会場で受け付けます
■
問 茶木
（℡【幕】56-3286）

幕別スキー学校を開校します
水 ～２月13日◯
木
◆開校期間 １月８日◯
・一般、ジュニア 毎週水・木曜日
火
・スノーボード １月14日、21日、28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
◆主催 町スキー協会
申 開校日よりスキー場事務所で受け付けしま
■
す。
問 町スキー協会事務局・北原
■
（℡090-3399-4209）

フィットネス体験講座
日
◆日時 ２月９日◯
午後２時～４時
午後２時～Dance With Me
午後３時～ZUMBA
※受付は各部門開始時間30分前から
◆内容 Dance With Meは、いろいろな音楽に合せて、た
くさんのダンスを楽しみながらできるエクササイズです。
◆講師 ZUMBAインストラクター他
◆場所 百年記念ホール（講堂）
◆主催 幕別町教育委員会
◆対象者 高校生以上の町民
◆募集人数 各50人（定員になり次第締め切り）
※当日参加受付はできません。
◆参加料 無料
◆持ち物 上履き用の運動靴・タオル・水分補給用
の飲み物（参加者１本ジュース付き）
※詳細につきましては、各体育館等にてチラシを
配布しておりますのでご確認ください
月 ～１月31日◯
金
◆申込期限 １月６日◯
問・■
申 札内スポーツセンタートレーニング室
■
（℡【幕】56-1044）

健康づくり春講座
初心者向け太極拳体験教室
ゆっくりとした動きの中で、体のバランスや筋
力を鍛えます。
◆対象 20歳以上の町民
月
◆日時 ２月３日、10日、17日、24日◯
午前10時～ 11時30分
◆場所 札内福祉センター２階大集会室
◆受講料 無料
◆持ち物
運動靴、動きやすい服装、汗ふきタオル、水分補
給のための飲み物
木
◆申込期限 １月30日◯
問・申 保健課健康推進係
（保健福祉センター内・
℡【幕】56-3811）
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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）

編めば編むほど楽しくなるなる！
編み物のすすめ
◆日時 １月22日、29日、２月５日、19日、３月５日、
水
19日◯
午前10時～正午(全６回)
◆場所 百年記念ホール 学習室
◆講師 太田 京子さん（全国編物学校資格認定
一級教員、
「ニットルーム オオタ」主宰）
◆対象 一般 10名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料 3,000円（６回分）
◆材料費 700円（初回時の毛糸代）※２回目以降
はベスト製作分の毛糸代がかかります。
◆持ち物 棒針（５～８号）、かぎ針( ６号位)、筆
記用具など
水
◆申込期限 １月15日◯

春までに素敵に着物をきよう！
着物の着付け教室
◆日時 １月23日、30日、２月13日、27日、３月13日、
木 午前10時～正午(全６回)
27日◯
◆場所 百年記念ホール 和室２
◆講師 宮本 真由美さん（京都きもの学院助教
授、
「宮本教室」代表）
◆対象 一般 10名（応募者多数の場合抽選）
◆受講料 3,000円（６回分）
◆材料代 400円（帯止め金具代など）
◆持ち物 着物一式他
木
◆申込期限 １月16日◯

自分にご褒美！シルバーアクセサリーを作ろう！
アートクレイシルバー講座
月
１月27日、２月10日、３月３日◯
午後１時～４時(全３回)
◆場所 百年記念ホール 学習室
◆講師 番匠 康子さん（池田町在住、
「アトリエ
空の青」代表）
◆対象 一般 10名
※１回目、２回目は単発受講も可（応募者多数の
場合抽選）
◆受講料 1,500円（３回分） 単発受講の場合は
１回500円
◆材料費
１回目 ペンダントヘッド制作（材料費：チェー
ン付き1,500円）
２回目 リング制作（材料費：1,200円）
３回目 自由制作（作るものの重さにより費用
が異なる）
◆持ち物 手ふきタオル、ウエットティッシュ、水
入れ、つまようじなど
月
◆申込期限 １月20日◯

◆日時
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申

申し込み先

提

提出先

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
月
１月27日◯
保健福祉センター
月
２月24日◯
月 百年記念ホール
２月10日◯
月
◆申込期限 １月20日◯
【忠類会場】
日程
水
１月22日◯

場所

定員
16人

定員

12人
水 ふれあいセンター福寿
２月５日◯
金
２月21日◯
水
◆申込期限 １月15日◯
【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 白菜とひげしんじょの鍋仕立て、切干大
根のかみかみ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）毎年、応募多数
のため、今年度は２回開催します。
日、
日
◆日時 第１回：２月２日◯
第２回：２月16日◯
午前９時30分～午後１時30分
◆場所 ふるさと味覚工房（新和162番地の128）
◆送迎 送迎バスを利用される方は、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 2,500 円（昼食代含む）
◆募集人数 各回10人（先着順）
月 午前９時から電話で
◆申込方法 １月６日 ◯
受付（定員になり次第締め切り）
◆持ち物 エプロン、三角巾、 手ふきタオル、筆記
用具、漬物用袋等、容器（５～６㎏の味噌を入れ
る。）ペットボトル（豆の煮汁を持ち帰るため）、箸
問・■
申 商工観光課観光労働係
（℡【幕】54-6606）
■

