
INFORMATION

講座名 時間 幕別トレセン 札内スポセン
転倒しない体づくり 13：30 16日・30日㊊ 10日・24日・31日㊋

コグニサイズ 13：30 23日㊊ 17日㊋
Enjoy！

イキイキサーキット 19：30 10日・24日・31日㊋
19日・26日㊍

23日㊊
６日・13日・20日・27日㊎

はじめてエアロビクス
14：00 13日㊎ 25日㊌
19：30 17日㊋ 30日㊊

ZUMBA（ズンバ）
14：00 27日㊎ 11日㊌
19：30 12日㊍ 16日㊊

みんなでスッキリ
サーキット 14：00 ６日・20日㊎ 18日㊌

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 12日・19日・26日㊍

教育委員会生涯学習課（☎ 54-2006）／札内スポーツセンタートレーニング
室（☎ 56-1044）／農業者トレーニングセンター（☎ 54-2106）／忠類体育館

（☎ ８-2201 忠類コミュニティセンター内・生涯学習係）

１月の健康講座    ※参加申し込み不要。お気軽にご参加ください。

初心者スケート教室

平成29年１月５日㊍、６日㊎　
　午前10時～正午（受付：午前９時30分）

幕別運動公園スケートリンク
100人　　 無料
今年からスケートを始める幼児

（年中・年長児）、小学１・２年生
12月１日㊍～12月22日㊍
悪天候などにより、中止する場合
があります。また、当日の一般利用
は午後からとなります。

・ 教育委員会生涯学習課
　（☎ 54-2006）

【明野ヶ丘スキー場】
初心者スキー・
スノーボード教室
平成29年１月14日㊏、15日㊐　

　午前10時～正午（受付：午前９時30分）
明野ヶ丘スキー場　　 無料
今年からスキー、スノーボードを
始める小学生以上の方
12月１日㊍～12月22日㊍
幕別スキー学校講師が指導します。
ゲレンデの雪不足や悪天候の場合
は中止することがあります。

・ 教育委員会生涯学習課
　（☎ 54-2006）

硬式テニス教室

12月17日㊏～平成29年４月29日㊏
毎週土曜日（10回予定）
午後１時10分～２時40分

農業者トレーニングセンター
５人　※先着順
3,000円　※初回参加時納入
町内在住の方

（テニス初心者・経験者どちらも可）
12月14日㊌まで

・ 町テニス協会・池上
　（☎090-8900-1225・ 54-6303）

リンク納め
スピードスケート大会
平成29年２月４日㊏　午前９時
幕別運動公園スケートリンク
１人500円　※申込時に納入

※幼児の部（未就学児）に参加する場合
は、当日午前９時30分までに会場で
お申し込みください（１人200円）。
小学生、中学生、高校生、一般
平成29年１月６日㊎まで

・ 教育委員会生涯学習課
　（☎ 54-2006）

ゲートボール
初心者講習会

▶幕別会場
12月４日㊐、11日㊐、18日㊐、25日㊐

　午前９時から正午まで
幕別老人健康増進センター室内
ゲートボール場（軍岡36-4）

▶札内会場
12月４日㊐、11日㊐、18日㊐、25日㊐

　午前９時から正午まで
札内老人健康増進センター室内
ゲートボール場（札内青葉町184）
無料　  ゲートボール初心者の方
ゴム底の運動靴　※道具貸出可
参加申し込みは当日会場で受付
※詳細はお問い合わせください。

【幕別会場】町ゲートボール協会・谷地
田（☎ 54-3574）／【札内会場】町ゲー
トボール協会・吉藤（☎ 56-6945）

【白銀台スキー場】
ちびっこ・ジュニアスキー教室

▶ジュニアスキー教室
平成29年１月14日㊏、21日㊏、28日㊏ 

　午前10時30分～正午
白銀台スキー場
20人  ※先着順
無料
小学３年生～中学３年生
12月５日㊊～12月19日㊊
ゲレンデの雪不足や悪天候の場合は中止することがあります。

・ 忠類総合支所生涯学習課（☎ ８-2201）　

▶ちびっこスキー教室
平成29年１月14日㊏、21日㊏、28日㊏

　午後１時～午後２時30分
白銀台スキー場
25人  ※先着順　 無料
平成29年４月に小学１年生になる
幼児、小学１・２年生
12月５日㊊～12月19日㊊

家屋を取り壊された方や
新増築された方へ

固定資産税は、毎年１月１日現在の
家屋などの状況に基づき課税してい
ます。家屋を取り壊したときは「家屋
滅失届」を提出してください。（法務
局に家屋滅失登記の申請が済んでい
る場合は必要ありません。）
また、平成28年中に住宅・店舗・倉庫
などを新増築した場合は、家屋調査
を実施しますのでご連絡をお願いし
ます。

役場税務課、忠類総合支所地域振
興課、札内支所、糠内出張所

※ 届 出 書 は 提 出 先 に あ り ま す 。町
ホームページからもダウンロード
できます（トップページ＞くらし・
手続き＞申請書ダウンロード）。
税務課資産税係（☎ 54-6604）

議会を傍聴しませんか？

▶定例会本会議日程
とき 内容

11月30日㊌ 午前10時 行政報告
議案審議

12月７日㊌ 午前10時 一般質問
議案審議

12月８日㊍ 午前10時 一般質問
議案審議

12月９日㊎ 午前10時 一般質問
議案審議

12月16日㊎ 午後２時 議案審議

※日程は一般質問の人数などによって変
更になる場合があります。
役場３階議場
議会事務局（☎ 54-6626）

雇用保険の適用範囲が
拡大されます

平成29年１月１日から雇用保険の適
用範囲が改正されます。
▶改正内容

①65歳以上の方も雇用範囲の適用
対象となります。
②65歳以上の被保険者も教育訓練
給付金や介護休業給付金等の支給
対象となります。
③育児休業・介護休業給付金の要
件を見直します。

※詳細は厚生労働省のホームページ
で確認または最寄のハローワーク
にお問い合わせください。
北海道労働局職業安定部職業安定課

（☎011-709-2311）　
http://www.mhlw.go.jp/

くりりんセンター年末年始
のごみ受け入れ（幕別地域）

▶年末の受け入れ
12月31日㊏　正午まで

▶年始の受け入れ
平成29年１月３日㊋  午前９時から
10kgごとに170円
年末年始は大変混み合います。な
るべく町のごみ収集に間に合うよ
うに出しましょう。
指定ごみ袋の使用は必要はありま
せんが、燃やせるごみ、燃やせない
ごみ等に分別してから搬入してく
ださい。分別区分などの詳細はお
問い合わせください。

　資源ごみは搬入できません。町の資
源ごみ収集日に出してください。
十勝環境複合事務組合くりりんセ
ンター（☎0155-37-3550）

年末年始のパスポート
発行業務休業期間

▶窓口休業期間
【申請】12月29日㊍～平成29年１月５日㊍
【発行】12月31日㊏～平成29年１月５日㊍

※年内にパスポートを受け取ること
ができる最終申請受付日は12月16
日㊎です。札内支所、忠類総合支所
で申請した場合、交付日が遅くな
ることがあります。交付日の詳細
についてはお問い合わせください。

▶申請受付時間
【申請】平日午前９時～午後４時30分
【交付】平日午前９時～午後５時

住民生活課、忠類総合支所地域振
興課、札内支所

※申請書を提出した窓口での受け取
りとなります。

・ 住民生活課戸籍住民係
　（☎ 54-6602）

ごみ分別のルールを
守りましょう

▶「燃やせるごみ」「燃やせないごみは
分別し、指定ごみ袋で出しましょう。

▶「資源ごみ」は、種類ごとに透明・半
透明の袋に入れるか、ひもで縛っ
て出しましょう。

▶袋に入らない「大型ごみ」は、収集
日の10日前までに町に収集を申し
込んでください。

▶ごみは収集日の朝８時までに出し
ましょう。

▶ごみ集積所は、利用者が共同で管
理しましょう。

▶収集されずに残ったごみは自分で
持ち帰り、再分別しましょう。

※ごみの分別区分などの詳細はお
問い合わせいただくか、町ホーム
ページから見ることができます

（トップページ＞くらし・手続き＞
ごみ・リサイクル）。
防災環境課地域環境係

　（☎ 54-6601）
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俳句・川柳
・霜柱  踏む音気にして  山女つり （堀井　　守）
・空渡る  白鳥の声  朝散歩 （澤谷　博子）
・逢うたびに   体温連鎖   ハイタッチ （市丸　珠己）
・霜下りて   身のひきしまる  寒さかな （及川トシエ）

百
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百年記念ホール・講座
肩こり、冷え性、腰痛もすっきり解消！
楽しくストレッチヨガ講座

全６回
　▶夜間コース
　　（午後７時～８時30分）

　①１月25日㊌　②２月１日㊌　
　③２月８日㊌　④２月15日㊌　
　⑤３月１日㊌　⑥３月８日㊌

　▶午後コース
　　（午後２時～３時30分）

　①１月27日㊎　②２月３日㊎
　③２月10日㊎　④２月17日㊎
　⑤３月３日㊎　⑥３月10日㊎
和室２　　 各コース 一般12人
3,000円　 平成29年１月18日㊌まで
ヨガマット（大判バスタオル）、汗拭きタオル、飲み物等

※動きやすい服装でお越しください。
講師：小野律子氏

　（ヘルスアップヨガカンパニー　帯広地区ヨガ講師）

百年記念ホールで1日講座を楽しもう！
冬休みこども講座まつり2016
８種類の講座をすべて体験！昼食時には、餅つき体験＆お
雑煮の試食会あり！

12月25日㊐
午前10時～午後３時
百年記念ホール全館
小学生64人

※町内在住の方優先　
500円（材料代含む）
12月18日㊐まで
エプロン、バンダナ、筆記用具、お弁当、作品持ち帰り袋
講師

　▶おもちゃの病院の皆さん　「木こり体験」
　▶三浦将宏氏　「マジックハンドでなにつかもう？」
　▶阿部陽哉氏　「けん玉の達人になろう！」
　▶安原圭子氏　「アロハ～初めてのフラダンス」
　▶松川利雄氏　「紙折り染めに挑戦！」
　▶ソフトサポーターズの皆さん　「お手玉作ってあそぼ！」
　▶佐藤二三子氏　「お皿の絵付けと電動ろくろ体験！」
　▶萬　尚子氏　「卵のふしぎ」
　▶石田光子氏　「餅つき＆お雑煮試食会」

※小学２年生以下は保護者同伴。各講座申し込み多数の場合は抽選になります。　 ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600）

町のホームページでも公開し
ています。

PN.クレッシェンド 　 PN.F＆H

イラスト

▶応募方法　サインペンなどを使い、ハガキに黒字で大き
く「まくべつ」と横書きし、①住所 ②氏名 ③年齢を書いて
応募してください。題字に採用された方に500円分の図書
カードをプレゼントします。

12月15日㊍まで　 ・ 政策推進課「広報題字」係
  （〒089-0692 幕別町本町130番地１ ☎ 54-6610）

１月号の表紙題字募集 
▶応募方法　ハガキ・メールに①クイズの答え②住所③
氏 名 ④ 年 齢 ⑤「広報まくべつ」についてひと言 を記入し
て応募してください。正解者の中から抽選で４人に500円
分の図書カードをプレゼント！

12月15日㊍まで　　 ・ 政策推進課「広報
クイズ」係
　（〒089-0692 幕別町本町130番地１／☎ 54-6610）

koho@town.makubetsu.lg.jp
※メールで応募の場合は件名を「広報クイズ応募」として

ください。

■11月号クイズの正解 　③11月21日
■11月号当選者　（応募20通・正解20人）

中島亜衣さん、土井里美さん、坂本翔太さん、牧野 渉さん

12月号
クイズ 

10月29日に開催した子ども議会で、
小学生、中学生、高校生の参加者は何
人？　①26人　②34人　③18人

Q

　　PN.星

　  PN.マメ 再生可能エネルギー
パネル展

毎年12月は、環境省が定める地球温
暖化防止月間です。限りあるエネル
ギー資源の有効活用と再生可能エネ
ルギーへの理解を深めていただくた
め、パネル展示を実施します。

・ 12月５日㊊～12月７日㊌
役場庁舎１階ロビー
12月８日㊍～12月11日㊐
札内福祉センター１階展示ホール
12月13日㊋～12月15日㊍
忠類コミュニティセンター１階ロビー

再生可能エネルギー、地球温暖化
防止関連パネル展示ほか
防災環境課地域環境係（☎ 54-
6601）

やむわっか倶楽部
イルミネーション点灯式

12月10日㊏　午後４時
幕別パークプラザ前広場
①りんご数当てクイズ

クリスマスツリーに飾られたりんご
の数を当てるクイズです。
正解者の中から抽選で10人に豪華
なクリスマスケーキをプレゼント！

（正解者が10人に満たない場合は抽選）
②クリスマスツリー装飾
メッセージリボンに願い事を書き、
ツリーを装飾します。先着200人の子
どもにケーキをプレゼント！（当日
ケーキ引換券を発行します）
③10円縁日広場
④イルミネーション点灯式、りんご数
当てクイズ当選者発表（午後５時～）
※詳細はお問い合わせください。

幕別町商工会（☎ 54-2703）

募集職種 町道環境整備作業員 賃 金 時給1,600円

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

勤 務 日 雇用期間中10日間程度 勤 務 時 間 １日６時間程度

業務内容 幕別・札内市街の町道の歩道や交差点等の除雪、排雪、支障木の伐採など
※業務は幕別町社会福祉協議会に委託

持 ち 物 ヘルメット、除雪用スコップ、のこぎり、反射板ベスト（お持ちの方）
雇用期間 12月１日㊍～平成29年３月24日㊎
※積雪状況などに応じて作業日、勤務時間、勤務場所などの詳細を決定します。

▶提出書類
登録申込書、雇用保険特例受給資格証（または離職票）
※登録申込書は提出先にあります。

▶申し込み方法　直接提出
12月１日㊍～平成29年３月24日㊎ ※随時申し込みを受け付けします。
商工観光課、札内支所、忠類総合支所地域振興課、糠内出張所
商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

町道環境整備作業員募集（季節労働者の冬季雇用対策）

「学び隊」指導ボランティア募集

「学び隊」は、長期休み中の子ども達に開設して
いる自主学習の場です。主に町内の小学４～６
年生の長期休みの宿題や自由研究などのサポー
ト・学習支援を行います。

小学校の夏・冬休み中のそれぞれ６日間程度　午前９時30分～午前11時30分
農業者トレーニングセンター／札内福祉センター／札内南コミュニティセン
ター／札内北コミュニティセンター／忠類コミュニティセンター
高校生以上の方　※教職経験は問いません。参加できる日程・場所でご参加く
ださい。日程等の詳細はお問い合わせください。

・ 教育委員会生涯学習課（☎ 54-2006）

平成29年幕別町成人式

平成29年１月８日㊐
　午後１時30分（受付：午後１時）

百年記念ホール
町内在住の平成８年４月２日から
平成７年４月１日生まれの方

※11月中に対象となる方に案内状を
送付しています。案内状が届いて
いない方、遠方の大学に通学して
いる等の理由で、現在幕別町に住
民票がない方で出席を希望される
場合はご連絡ください。

車で来場する際は、建物北側の駐
車場をご利用ください。
教育委員会生涯学習課

（☎ 54-2006）

催し・募集
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百年記念ホール・公演案内
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12月10日㊏　午後４時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,800円

※３歳以上有料。３
歳未満のお子様
は、保護者１名に
つき１名まで膝
上 鑑 賞 可 。席 が
必要な場合はチ
ケットが必要。

12/10㊏
清水ミチコ 30th anniversary

「ひとりのビッグショー」

12/1㊍～ 12/19 ㊊
第４回Ｉlove まくべつ
フォトコンテスト

【出展作品】　幕別ときめきショット
【展示期間】　12月１日㊍～19日㊊
【展示場所】　百年記念ホールギャラリー
【入賞発表】　12月11日㊐

※入賞者に直接通知、ホームページ
で発表します。

※最優秀作品は、賞状と２万円相当
の副賞、入賞作品にはそれぞれ賞
状と副賞を進呈します。

【表彰式】　12月18日㊐
※受賞者に直接連絡しますので、ご

参加ください。

第28回まくべつ絵画展
出展者募集

百年記念ホール、役場戸籍住民係、札内支所、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、酒のきがわ、音更町文化センター

チ ケット
発売場所

百 年 記 念
ホ ー ル H P※価格は全て税込みです。   ・ 百年記念ホール（☎ 56-8600  56-8602  info@m100.jp  http://m100.jp/）

図書館・今月の行事と催し
図
書
館

・
▶図書館本館（☎ 54-4488）
　開館時間：午前10時～午後６時
▶札内分館
　（☎ 56-4888・百年記念ホール内）
　開館時間：午前10時～午後６時
　（木曜は午後８時まで）
▶忠類分館
　（☎ ８-2930・ふれあいセンター福寿内）
　開館時間：午前10時～午後９時

http://mcl.makubetsu.jp/

火曜（祝日の場合は翌平日）、年末
年始、図書整理日（毎月最終平日）
※12月の休館日：6日㊋、13日㊋、
20日㊋、27日㊋、30日㊎、31日㊏
▶年末年始

・12月30日㊎図書整理日（休館）
・12月31日㊏～平成29年1月5日㊍   
  年末年始の休館

・平成29年１月６日㊎通常開館

【休館日】

おはなし会

▶ちるどらん
12月17日㊏　午後１時30分　
図書館本館研修室

▶ババール
12月17日㊏　午前10時30分
百年記念ホール　講堂

▶あっちこっち紙芝居
12月３日㊏　午前10時30分
図書館札内分館

▶おはなしのたね
12月16日㊎　午後４時　
ふれあいセンター福寿　

まくバス de 落語上映会

毎月１日のコミバス無料デー（土・日曜、
祝日は翌運行日）は、まくバスに乗って
映画や落語DVDを見に図書館へ！
▶落語DVD「ワザオギ落語会」（100分）
　古今亭駿菊、柳家喜多八、笑福亭鶴光

12月１日㊍　午前10時30分
図書館本館研修室　 無料

※お茶・コーヒー（無料）があります。

ちるどらん
クリスマスお楽しみ会

絵本とお話しで、クリスマスを楽し
みましょう。子どもも大人も大歓迎。

12月17日㊏
　午後1時30分～２時30分

図書館本館研修室　 無料
絵本、紙芝居、腹話術、ペープサー
ト、クリスマスソング　他

※お気軽にお越しください。

展示コーナー

▶ふらっとあーと
幕別カメラ友の会 写真展

図書館本館
12月２日㊎～29日㊍

よみきかせの会ババール
冬のスペシャル

毎回大好評の冬のスペシャルバー
ジョンを今年も開催します。新作も
登場します。子どもも大人も一緒に
歌って楽しみましょう。

12月17日㊏ 午前10時30分～正午
百年記念ホール講堂 　 無料
ペープサート「オニのパンツ」

　エプロンシアター「ねずみのすもう」
　ブラックパネルシアター
　「赤鼻のトナカイ」
　大型絵本
　てあそび　
　パネルシアター
　「トンネルグルグル」
※お気軽にお越しください。
　「トンネルグルグル」

知る・読む・笑う2016
たまった疲れを吹き飛ばせ！
瀧川鯉朝  師走落語会

毎回好評いただいている図書館寄
席、今年３回目の開催です。
▶図書館本館  研修室

12月10日㊏  
午後３時開場　
午後３時30分開演

▶忠類分館
12月11日㊐ 
午後３時開場　
午後３時30分開演
無料   ※お気軽にお越しください。

町民文芸「まくべつ」
第32号 好評販売中

特集は、幕別生まれの作曲家、万城目
正の生涯と作品（下）。
▶販売場所

図書館全館、役場
住民生活課、忠類
総合支所生涯学
習課、札内支所、
糠内出張所

▶金額　1冊500円

12/3 ㊏
ちばよしお＆ノーチェ・アミーゴ
Excellent LIVE in 忠類

寒い冬には ホットな ラテンMUSIC !
演奏曲

・ Ａ列車で行こう
・ イン・ザ・ムード
・ ムーンライト・セレナーデ
・ クリスマスメドレー　他 

12月３日㊏　午後６時30分開演
忠類コミュニティセンター
1,000円（当日同額）

道内各地で活躍するジャズスクール
の子ども達が、盛大にコンサートを
行います。可愛くも迫力ある演奏に
驚くこと間違いなしです！
出演／札幌ジュニアジャズスクール、
Mt.Youtei Jr.JAZZ School、広尾サン
タランド・ジャズスクール、砂川キッ
ズジャズスクール、まくべつジュニ
ア・ジャズスクール

12月18日㊐　午後１時30分開演
百年記念ホール 大ホール
500円（当日同額）小学生以下無料

クリスマスJAZZライブ 2016
12/18 ㊐

1/22 ㊐
ニューイヤーコンサート
箏
そ う

と尺八の調べ

新春を彩る、箏、尺八、三味線の演奏
をご堪能ください。
出演／十勝邦楽ユニット「奏（sou）」

（箏）五十嵐くみ、小松忍、残間美樹、
　　 半谷佳香、渡辺裕子

（尺八）粥川愛山、澤井仁山、米澤武山
（三味線）酒井保行

１月22日㊐　午後２時開演
百年記念ホール 講堂
入場無料

【応募資格】高校生以上の方
【応募期限】平成29年１月20日㊎
【展示期間】

平成29年１月27日㊎～１月30日㊊
午前９時～午後６時（最終日午後３時）

【応募作品】油彩、水彩、パステル画等
１人２点（号数自由）

【展示会場】
百年記念ホール 講堂
※応募用紙はホームページからも

ダウンロードできます。

12月の特別展示テーマ
あったか冬支度

本を活用して、身も
心も温めましょう！

12月１日㊍
～12月29日㊍

図書館本館、
札内分館、忠類分館

2/11㊏
バレンタインコンサート
JUNCO&NARIKO
OLD&NEW

２月11日㊏　午後２時開演
百年記念ホール 講堂
1,000円（当日500円増）全席自由

※未就学児入場不可。
　（託児申込は公演日の10日前まで）

ひとつのテーマで３冊を紹介
す る 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ の
コーナー「三冊堂」から、おすす
めの本をピックアップ。
▶テーマ「さながら霞

か す

める　
朧月夜」

「月のオデッセイ」
（三枝  克之 著）

美しい月景色の写真
50点と、世界各地に
伝わる月の神話や民
話30篇で綴る、夜空
をめぐる「月」の悠久
の旅の記憶…。
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