INFORMATION
募集

募集
公営住宅の入居者募集

緑町単身者住宅入居者募集
▶一般募集の住宅
申込期限：７月10日㊊～14日㊎
幕別

緑町（2-106）

８月４日㊎ 午前10時

応募がない場合、随時入居者を募集します。

家賃33,300円

▶随時募集する住宅

７月24日㊊ 午前10時

バリアフリー住宅のため、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して受け付

役場２-Ａ会議室

①3階建て1階②1DK③H9
④有⑤オール電化 ※

けます。応募がない場合は、一般募集を行います。

※８月５日㊏～11日㊎までに入居し
てください。

入居資格、提出書類などの詳細は

入居申し込みがあった時点で募集終了となります。
①3階建て3階②1DK③H6
緑町（1-304）
家賃30,200円
④有⑤オール電化 ※
幕別
①3階建て3階②1DK③H9
緑町（3-307）
家賃33,300円
④有⑤オール電化 ※
※蓄熱式電気暖房、電気温水器、電気調理器

▶抽選会

▶優先公募の住宅
申込期限：７月３日㊊～７日㊎

▶入居説明会

お問い合わせください。

都市計画課、忠類総合支所、札内支所
都市計画課住宅係（☎

自分のからだとの向き合い方
～いつかママになりたいと思うあなたへ～
女性としての自分のからだを知っていますか？近い未来、
遠い未来、いつかのために”今からできる”からだの整え方
のコツを教わります。

①９月２日㊏ 午後２時～午後４時

（受付：午後１時45分から）
札内コミュニティプラザ
20人

※先着順

①平屋建て

札内

②泉町（4-108）

家賃19,800円～38,900円

①3階建て1階 ②2LDK ③H９ ④有 ⑤リース

幕別

③旭町西（1-206）

家賃19,900円～39,100円

①2階建て2階 ②2LDK ③H13 ④有 ⑤リース

幕別

④旭町西（2-207）

家賃20,000円～39,300円

①2階建て2階 ②2LDK ③H14 ④有 ⑤リース

幕別

⑤新緑町西（1-1）

家賃 9,300円～18,300円

①平屋建て

②3DK ③S52 ④・⑤入居者負担

幕別

⑥新緑町東（2-41）

家賃12,600円～24,000円

①平屋建て

②3LDK ③S58 ④・⑤入居者負担

幕別

⑦南町（2-5）

家賃22,900円～45,000円

①2階建て2階 ②3LDK ③H10 ④有 ⑤リース

幕別

⑧寿町（3-102）

家賃16,300円～32,100円

①2階建て1階 ②3LDK ③S62 ④・⑤入居者負担

札内

⑨泉町（2-112）

家賃19,300円～37,900円

①3階建て1階 ②2LDK ③H７ ④有 ⑤リース

札内

⑩泉町（4-211）

家賃23,500円～46,100円

①3階建て2階 ②3LDK ③H９ ④有 ⑤リース

②実技：からだの緊張をほぐすストレッチ、呼吸法など

幕別

バスタオル、薄手のフェイスタオル

幕別

８月30日㊌まで

か手ぬぐい、５本指靴下か裸足にな

幕別

れる格好、動きやすい服装

幕別

前川 泉 氏

（いずみさん家

幕別

～母子保健推進の家～）

54-3811）

札内

kenkosuishinkakari@town.makubetsu.lg.jp

札内
札内

忠類
有料広告

忠類
忠類
忠類
忠類

とき

ところ

定員

料金

対象

内容

申込期限

持ち物

その他

問い合わせ

▶入居資格（①～④を全て満たす方）

申し込み

①住宅にお困りの方

⑯・㉒は告知事項があります。詳細はお問い合わせください。

忠類
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④浴槽 ⑤給湯設備

入居申し込みがあった時点で募集終了となります。

無料

・ 保健課健康推進係（☎

①階数 ②間取り ③建設年

募集期間：７月10日㊊～14日㊎

▶随時募集の住宅

和室２・会議室４

①講話：知っていますか？自分のからだ（生活リズムや姿勢など）

講師：助産師

②1LDK ③H12 ④有 ⑤リース

忠類地区の定期募集の住宅は、町のホームページでご確認いただくか、担当係までお問い合わせください。

※当日欠席の場合は職員が代理で抽選を行い、文書で結果をお知らせします。

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。ぜひ、この機会に「市民後見人」とし
て活動するために、受講してみませんか。
９月７日㊍～11月２日㊍の毎週木曜日 午後１時30分～
音更町総合福祉センター、幕別町保健福祉センター ほか
10人（先着順）
教科書代2,100円
①研修終了予定日に満25歳以上の町民
②未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人を解任され
たことがない方
③破産していない方
④幕別町市民後見人養成研修を修了していない方
⑤すべての研修カリキュラムを受講できる見込みがある方
市民後見概論、権利擁護の理念、成年後見人制度概論 ほか
７月３日㊊～８月４日㊎まで（必着）
受講申込書に必要事項を記載し、写真（縦３㎝×横2.5㎝、
裏面に記名）を貼付したものを、町社会福祉協議会まで郵
送又はご持参ください。
※申込書等は、町社会福祉協議会、役場、札内支所、ふれあい
センター福寿に設置しています。
・ 社会福祉法人幕別町社会福祉協議会
（〒089-0611 幕別町新町122番地の1
保健福祉センター内☎ 55-3800）

家賃18,700円～36,800円

⑦は応募がない場合、随時入居者を募集します。

④浴槽 ⑤給湯設備

平成29年度
幕別町市民後見人養成研修受講者募集

①新緑町２（16）

▶一般募集の住宅

54-6623）

①階数 ②間取り ③建設年

役場２-Ｃ会議室

幕別

⑪新緑町東（2-31）
家賃12,200円～23,000円
⑫新緑町南（1-4）
家賃15,000円～29,600円
⑬新緑町南（1-5）
家賃15,000円～29,600円
⑭寿町（1-204）
家賃16,100円～31,600円
⑮寿町（2-102）
家賃16,100円～31,600円
⑯桂町（2-103）
家賃15,600円～30,600円
⑰桂町２（2-4）
家賃16,900円～33,200円
⑱桂町２（3-5）
家賃17,100円～33,700円
⑲忠類白銀町（10-38）
家賃 4,900円～ 8,500円
⑳忠類白銀町（18-70）
家賃 5,200円～ 8,100円
㉑忠類あけぼの（12-23）
家賃16,800円～32,900円
㉒忠類栄町（1-5）
家賃10,000円～19,700円
㉓忠類栄町（2-8）
家賃10,000円～19,700円
㉔忠類栄町（8-25）
家賃12,300円～24,200円

提出先

Ｅメール

①平屋建て

②3LDK ③S57 ④・⑤入居者負担

①2階建て2階 ②3LDK ③S59 ④・⑤入居者負担
①2階建て2階 ②3LDK ③S59 ④・⑤入居者負担
①2階建て2階 ②3LDK ③S61 ④・⑤入居者負担
①2階建て1階 ②3LDK ③S61 ④・⑤入居者負担
①2階建て1階 ②3LDK ③S56 ④・⑤入居者負担
①2階建て2階 ②3LDK ③S57 ④・⑤入居者負担
①2階建て2階 ②3LDK ③S58 ④・⑤入居者負担
①平屋建て

②2DK ③S46 ④・⑤入居者負担

①平屋建て

②2DK ③S48 ④・⑤入居者負担

①平屋建て

②3LDK ③H５ ④・⑤入居者負担

①平屋建て

②1LDK ③H11 ④有 ⑤有

①平屋建て

②1LDK ③H11 ④有 ⑤有

①平屋建て

②1LDK ③H13 ④有 ⑤有

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

01558

②同居する親族がいる方（申し込み

時に60歳以上の方は、単身での申
し込みが可能）

③公営住宅法に定める収入基準以内の方

④申込者と同居予定者が暴力団員で
ない方

▶抽選会

７月24日㊊ 午後２時
役場２-Ｃ会議室

※当日欠席の場合は職員が代理で抽

選を行い、文書で結果をお知らせ
します。

▶入居説明会

８月４日㊎ 午後２時
役場２-Ａ会議室

※８月５日㊏～11日㊎までに入居し
てください。

提出書類、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。

都市計画課、忠類総合支所、札内支所
都市計画課住宅係（☎

54-6623）

忠類総合支所経済建設課

（☎

８-2111）
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INFORMATION
検診・保健

募集

スマイル検診は、全ての内容を受けることはもちろん、自分
に必要な検診を選択して受けることもできます。

健康管理のため、年に１回は検診を受けましょう。
料金

対象

400円

100円

1,200円

400円

40歳以上

肝炎ウイルス検査
（血液検査）

８歳以上

幕別町国保特定健診
（血液検査ほか）

町国民健
康保険加
入者

ふれあいセンター福寿

10：00～10：30

８月１日㊋

忠類コミュニティセンター

11：00～11：30

８月２日㊌

保健福祉センター

11：00～11：30

８月４日㊎

札内コミュニティプラザ

10：00～10：30

無料

100円

る予定のない方（平成30年３月31日時点で満65歳以上）

※肺がん検診を受診した方・受診予定の方は、結核の検査も
胸部エックス線検査

▶エキノコックス症検査

ふれあいセンター福寿

８月２日㊌

保健福祉センター

８月３日㊍
～５日㊏
無料

無料

詳細は右記参照。

※肝炎ウイルス検査は一度検査を受けた方は受診不要です。
受付時間（空き状況）

６時

札内コミュニティ
８月４日㊎
プラザ
８月５日㊏

７時

８時

９時

札内コミュニティプラザ

募集職種
航

６時

７時

８時

９時

６時

７時

８時

９時

空

学

募集資格
生

詳細は夏休み前に各学校を通じて配布します。

11月も日程を設けていますので、ご相談ください。
とき

ところ

保健福祉センター

８月１日㊋

札内コミュニティプラザ

無料

15cm四方程度の折り紙（広告・包
装紙などでも可）を使用してくだ
さい。折り鶴をつなげて束ねる場
合はたこ糸（可燃のもの）などで長
さ150cm、幅25cm程度に束ねてく
ださい。
※お名前やメッセージを書いた短冊
の添付も可。
７月３日㊊～７月28日㊎
役 場 １ 階 ロ ビ ー 、忠 類 コ ミ ュ ニ
ティセンターロビー、札内支所
※提出用の箱を設置します。
総務課総務係（☎ 54-6608）
受付期間

高卒（見込含）
海上自衛隊は
21歳未満の方
航空自衛隊は ７月１日㊏
23歳未満の方

試験日
１次

９月18日㊊

２次

10月17日㊋～10月22日㊐

３次
～
９月８日㊎ １次

11月18日㊏～12月21日㊍

２次

10月５日㊍～10月10日㊋

18歳以上

自衛官候補生（女子） 27歳未満の方

受付時間

７月31日㊊

▶千羽鶴・折り鶴の詳細

自衛官募集

一 般 曹 候 補 生

▶２種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風）

９月16日㊏～９月17日㊐

９月24日㊐

試験日の
９月25日㊊、９月26日㊋
前日まで
※詳細は、自衛隊帯広募集案内所へお問い合わせください。
自衛官候補生（男子）

13：00～13：10

・ 自衛隊帯広募集案内所（☎0155-23-8718）

小学６年生（２種混合ワクチン未接種の方）

町では、社会・産業の発展、文化・ス
ポーツの振興に貢献されている方、
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。皆さんから候
補者を募集します。

▶候補者の推薦方法

下記に所定の様式を請求し、候補
者の功績、略歴等の詳細を記入し
て提出してください。
８月21日㊊まで
・ 【社会・産業功労賞、善行賞】
総務課総務係（☎ 54-6608）
忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）
【文化・スポーツ功労賞】
教育委員会生涯学習課（☎ 54-2006）
忠類総合支所生涯学習課（☎ ８-2201）
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平成29年度定期種畜検査
の申込受付
家畜改良増殖法に基づき、下記のと
おり定期種畜検査を実施します。

新規で受検を希望される方は、期日
までにお申し込みください。
８月23日㊌

７月14日㊎まで

・ 農林課畜産係（☎

54-6605）

忠類総合支所経済建設課

（☎

８-2111）

http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/

７月26日㊌まで

６時 ７時 ８時 ９時 10時

※各日程定員がありますのでお早めにご予約ください。
・ 保健課健康推進係（☎

6：30
7：30
8：30
9：30

（昨年度検査を受けていない小学４年生、中学３年生）

８月２日㊌ 保健福祉センター ６時 ７時 ８時 ９時 10時
８月３日㊍

受付時間

小学３年生、中学２年生

※エキノコックス症検査は小学３年生・中学２年生は無料。

８月１日㊋ ふれあいセンター福寿

ところ

８月１日㊋

１日生まれの方は70歳）。

ところ

白人小学校または札内東中学校（３日目）
40人
町の特別支援教育支援員として登
録を希望する方または現在勤務し
ている方
特別支援教育の基本的な事項の講
義、事例研修、授業参観など
７月14日㊎まで
・ 教育委員会学校教育課
（☎ 54-2006）

町内在住の65歳以上の方で、胸部エックス線検査を受け

とき

※年齢は平成30年３月31日時点の年齢です（昭和23年３月

とき

予約不要

含まれるため受診不要です。

300円

後期高齢
者医療制
度加入者

後期高齢者健診
（血液検査ほか）

受付時間

８月１日㊋

300円
500円

エキノコックス症検査
（血液検査）

ところ

８月２日㊌から忠類コミュニティセ
ンターロビーで開催する「原爆パネ
ル展」に展示する千羽鶴用の折り鶴
を募集します。

ジフテリア・破傷風予防接種予診票（今年３月に送付済）、

体温計、母子手帳

※予診票は当日会場にも用意します。

平成29年３月３日～７月14日に転入された方は、個別に
通知します。届かない場合はお問い合わせください。
※今年度最後の実施となります。

54-3811）／忠類総合支所保健福祉課（☎

８-2910・ふれあいセンター福寿内）

広報まくべつに広告を掲載しませんか？
寸法（mm）

約1/6Ｐ

縦40×横176mm

約1/3Ｐ 縦84.5×横176mm
約1/2Ｐ 縦129×横176mm
約１P

縦263×横176mm

◆発 行 日
毎月１日
◆申込締切
7,560円（１回）
掲載希望月の前月10日
ページは指
15,120円（１回） ※掲載位置、
定できません。
22,680円（１回）
※料金に制作料は含みま
45,360円（１回） せん。
料金（税込）

3,780円（１回）

有料広告

約1/12Ｐ 縦40×横85.5mm

有料広告

モノクロ

【広告料金一覧】

色 スペース

▶問い合わせ・申し込み先／政策推進課（℡0155-54-6610）
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とき

ところ

定員

料金

対象

内容

申込期限

持ち物

その他

問い合わせ

申し込み

提出先

Ｅメール

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

01558

2017.7月号

16

日㊊の海の日は定期点検整備のため休館日です。ごみの持ち込みはできません。

肺がん検診
（胸部エックス線検査）

70歳
以上

とき

児童生徒の学習支援や、生活介助等を
行う特別支援教育支援員の資質向上
と養成を目的とした研修会を開催し
ます。
７月26日㊌ 午前９時15分～正午
７月27日㊍ 午前９時15分～正午
９月４日㊊ 午前９時～午前11時45分
白人小学校（１・２日目）

功労賞、善行賞の候補者募集

十勝環境複合事務組合くりりんセンター（☎０１５５‐３７‐３５５０）

胃がん検診
（胃バリウム検査）

40歳以上
69歳以下

▶結核健診

社会・産業、文化・スポーツ

７月

大腸がん検診
（便潜血検査）

千羽鶴・折り鶴募集

（全３日間）

▶スマイル検診

検診内容

平和の祈りをつなぐ

くりりんセンター休館日のお知らせ

特別支援教育支援員研修会

各種健診・検査・予防接種のお知らせ

INFORMATION
投稿コーナー・求人

スポーツ・健康講座
臨時的任用職員募集

８月号表紙の題字募集

事業目的

昭治さんの

作品です

▶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。
７月14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

Q 広報クイズ
①4,000セット

②5,000セット

遇

▶応募方法

ハ ガ キ・メ ー ル・FA X に ① ク イ ズ
の 答 え ② 住 所 ③ 氏 名 ④ 年 齢 ⑤「広報まくべ

提出期限 ７月20日㊍必着

募集人数 １人

勤 務 日 月・水・木・金曜

koho@town.makubetsu.lg.jp

勤務時間 午前９時30分～午後５時15分

※メールで応募する場合は件名を「広報クイズ応

図書館本館
勤務場所
※町内の小学校・保育所・公園などを巡回

募」としてください。

業務内容 移動図書館車の運転、車両点検整備、事務補助

▶６月号クイズの正解（応募13通・正解13人）

賃

金 日額5,830円

▶６月号クイズ当選者 神山陽子さん、

待

遇 通勤手当（片道2km以上）、雇用保険

②770㎏

福島まさきさん、橘 愛子さん、笠井 敦さん

俳句・川柳

登録申込書、大型自動車運転免許証の写し
※申込書は提出先•町ＨＰにあります。

提出方法 郵送または直接提出

・行きずりに 長髪ゆれて バラが散る （市丸 珠己）
・山深く 山女魚数釣る 我が道
（堀井
守）
・横書の 川柳よむも 時代かな
（澤谷 博子）

とき

ところ

定員

料金

対象

内容

申込期限

※小学生と父母や祖父母等の家族

その他

問い合わせ

申し込み

８月の健康講座
講座名

中学生、高校生部門

家族部門、一般部門

無料

７月21日㊎まで

１組500円

競技方法
①中学生部門、②高校生部門
③家族部門、④一般部門

18ホール、ペア方式（１つのボール

よるストロークプレイ

部門ごとの表彰のほか、抽選会を

用意しています。

・ 教育委員会生涯学習課
（☎

54-2006）

第41回全幕別男子ソフト
ボール選手権大会
８月21日㊊～９月22日㊎

第１試合
第２試合

午後７時30分～
午後８時40分～

※参加申し込み不要。お気軽にご参加ください。
時間

転倒しない体づくり
コグニサイズ
Enjoy！
イキイキサーキット
みんなでスッキリ
サーキット
講座名

ゆったり
リフレッシュ運動
講座名

④一般部門20組40人（２人１組）

水中エクササイズ

13：30 7日㊊

15日㊋

1日・15日・22日・29日㊋ 7日・14日・21日・28日㊊
3日・10日・24日・31日㊍ 4日・18日・25日㊎
2日・9日・16日・23日・
14：00 4日・18日・25日㊎
30日㊌

19：30

時間

忠類体育館

14：30

3日・10日・17日・24日・31日㊍

時間

幕別町民プール

15：30

2日㊌・21日㊊

19：00

8日㊋・17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）／幕別町民プール（☎
54-6373）

シニア世代体力検定
簡単にできる体力測定で、あなたの体力年齢がわかります。自分の体力を知り、健
康づくりに生かしましょう。
①７月26日㊌

②７月27日㊍

①ふれあいセンター福寿 ②保健福祉センター ③札内コミュニティプラザ集会室
各30人（先着順）

65歳以上の町民（身体の痛みなどが強い方は相談ください。）

測定項目（時間を測定）

歩行／手作業／着替える、またぐなどの身体能力／立つ、起きるなどの姿勢変
換能力※結果は約２か月後に郵送します
7月21日㊎まで

運動しやすい服・靴、飲み物

・ ①忠類総合支所保健福祉課（ふれあいセンター福寿内☎
②・③保健課高齢者支援係（☎

簿に登録した選手以外は出場不可
監督会議で申し込み受け付け

午後７時

町民会館２階第１会議室

町ソフトボール協会事務局・関根

提出先

54-3064／090-1644-9974）

Ｅメール

54-3812）

第15回幕別町テニポン
交流大会

１人300円（当日納入）

（登録人数は25人以内）。

③７月28日㊎

午後２時～午後４時（受付：午後１時30分）

どで編成されたチーム

※女性、小・中学生、高校生、登録名

札内スポセン
1日・8日・22日・29日㊋

７月18日㊋

町内の職場・同好会・地域（公区）な

農業者トレセン

13：30 14日・21日・28日㊊

１チーム7,000円（申込時納入）

（☎

54-4488）

持ち物

③家族部門20組40人（２人１組）

監督会議：７月28日㊎

図書館本館（〒089-0611幕別町新町122番地7）、札内分館、
図書館本館（☎
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提出期限 ７月20日㊍必着

面 接 日 ７月27日㊍※詳細は後日連絡
忠類分館

・ ※先着順

①中学生部門20人 ②高校生部門20人

運動公園ソフトボール球場

雇用期間 平成29年10月１日～平成30年３月31日
提出書類

つつじコース

各ホール１打目は大人が打つ）に

〒089-0692 幕別町本町130番地１
54-3727

正午（予定）

を交互に打つ。ただし、家族部門の

54-6606）

大型自動車運転免許（マイクロバス以上の大
応募資格 型自動車の運転経験がある方希望）
パソコン操作のできる方

54-6610

閉会式

18ホール、ストロークプレー

移動図書館車「スワディ号」運転手募集

正解者の中から抽選で４人に500円分の図書カー

午前９時

ださい。

履歴書（直筆）※ハローワークを通じて求職中
の方は紹介状も添付

商工観光課商工労政係（☎

開会式

※用具のない方は申込時にお伝えく

合支所、札内支所、糠内出張所

つ」についてひと言を記入して応募してください。

☎

午前９時30分

待

商工観光課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）、忠類総

・ 政策推進課「広報クイズ」係

競技開始

※夫婦、兄弟等の大人

面 接 日 ７月25日㊋午前９時～ ※詳細は後日

７月14日㊎まで

午前８時30分～

金 日額6,230円

提出方法 郵送または直接提出

ドをプレゼントします。

受付

賃

通勤手当（片道2km以上）、社会保険、
雇用保険、労働災害保険

「まくべつ健康ポイントラリー」対象

８月６日㊐ 小雨決行（現地で判断）

※０番ホールに集合してください。

提出書類

③6,000セット

第５回パークゴルフ家族大会

以下の全ての要件を満たす方
・ 町内在住の方（住民票があること）
・ 平成26年３月以降に学校（専門学校を含む）
応募資格
を卒業した方
・ 求職活動中の方
・ 以前にこの事業で任用されていない方
月曜～木曜（週４日）
午前８時45分～午後５時30分
勤 務 日 ※勤務場所によって曜日や時間が変わる場合
勤務時間
があります。
※金曜日は求職活動や自己研修などを行う日
とします。

雇用期間 平成29年８月１日～平成30年１月31日

商工会で販売する、夏季プレミアム付き商品券の販
売セット数は？

募集人数 ３人

募集職種 一般事務補助

【今月号の題字】
遠藤

若年層の就職支援を目的とした、臨時的任用
職員の募集です。

パークゴルフ発祥の地

午前９時～11時30分

札内スポーツセンター

２部（初心者・シニア男女）

※当日会場で組み合わせの抽選を行います。
※２人１組で申し込んでください。
むかい

・ 町テニポン協会事務局・迎

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

01558

７月23日㊐※雨天決行（現地で判断）

午前５時30分

町民会館前発
札内支所前発

赤岳（2,078ｍ・標高差約500ｍ）

ダブルス

56-5955）

花の赤岳を見に行こう

午前５時45分

一般の部（男女）

（☎・

夏季町民登山

※10分前集合

７月６日㊍まで
競技種目

８-2910）

25人（先着順）

2,500円（バス代・保険料など）
小学５年生以上

７月10日㊊まで

・ 幕別山遊会事務局・鈴木

（☎・

56-6757）

2017.7月号
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INFORMATION

図書館

東部４町図書館交流連携事業

図書館夏まつりin幕別本館

４deビンゴ2017夏

～図書館ハンターになって
４deビンゴをクリアせよ！～
2017年のテーマは『冒険家』。図書館

ハンターになって、図書館に眠るお

・

▶図書館本館（☎
▶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）

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/

ンゴを達成すると各図書館オリジナ

ルの「図書館ハンター認定証」をプレ
ゼントします。
「図書館ハンター認定

に50冊以上書き込んでくれた方は、
ほかの図書館に行かなくても２館達
成と同じ景品がもらえます。

立図書館、浦幌町立図書館、豊頃町
図書館

ポップ（POP）コーン
（コンテスト）開催中！

おはなし会

で す 。消 費 者 か ら 申 し 込

意思表示が合致した時

0155

01558

自宅に宅配便が届き家族が受け取った。送り状には、中国

今 回 の 場 合 は 、荷 物 に

まれたわけでもない商

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

の業者名と衣類の記載があるが、注文はしていない。自分

国内の中継会社の連絡

品を一方的に送り付け

Ｅメール

の 住 所 や 氏 名 な ど は 正 し く 記 載 さ れ て い る の で 不 審 。開

先 が 記 載 さ れ て お り 、問

ておいて、
「返送しなけ

相談受付
場所
火曜・木曜
幕別町役場１階相談室
午前９時～午後４時
月曜～金曜 （札内：第１・３・５水曜は午 札内コミュニティプラザ 消費生活センター
第２・４水曜 後７時まで）
忠類コミュニティセンター

今月の相談

封はしていない。対処法を知りたい。

い 合 わ せ た と こ ろ「 注 文

提出先

を し て い な い の な ら 、宅

申し込み

れ ば 契 約 が 成 立 す る 」と

問い合わせ

配の着払いで返送する

その他

40人（先着順）

い っ た 主 張 を し て も 、法

持ち物

図書館本館

よ う に 」と 言 わ れ た の で 、

身に覚えのない荷物

申込期限

56-8600）

的には認められません。

が届いた場合は受け取

ま た 、今 後 、ク レ ジ ッ

り を 拒 否 し ま し ょ う 。家

内容

８月 ５日㊏ 午前10時～正午
百年記念ホール 木工芸室
小学生20人（一般も可）
受講料：小学生200円、一般500円
７月29日㊏
筆記用具等
講師：岡田真一氏
（「わっか自然の会」事務局長）

相談者に伝えました。

ト カ ー ド に 、不 審 な 引 き

族に確認できない場合

は一度持ち帰ってもら

落としがないか注意す

い ま し ょ う 。も し 、荷 物

るよう助言しました。

ご 質 問 の よ う に 、一 方

を 受 け 取 り 、梱 包 を 開 封

対象

14

的 に 商 品 を 送 り 付 け 、代

料金

水中生物を観察しよう！

消費者トラブルにご用心！
金 を 請 求 す る 行 為 を「 送

定員

し て し ま っ て も 、代 金 を

７月 23日㊐ 午後１時30分～午後３時30分

※お茶・コーヒー（無料）があります。

り 付 け 商 法（ ネ ガ テ ィ ブ

演会です。講師に医学博士の松嶋喬氏をお招きします。

無料

支払う義務はなく、 日

身体の状態を知ることにより重病を未然に防ぎ、健康を目指すことを目的にした講

午前10時30分

・ 百年記念ホール（☎

幕別町消費生活センター（☎ 55-5800）

地区
幕別
札内
忠類

見逃さないで！身体の変化、データを知り健康に！

▶映画「飛べ！ダコタ」
（109分）

オ プ シ ョ ン ）」と い い 、最

乗って映画やDVDを観に行こう！

以上保管した後に処分

図書館本館

曜・祝日は翌運行日）は、まくバスに

することができます。

忠類分館

近は梱包材だけで商品

札内分館

は何も入っていないな

図書館本館

し か し 、そ の 間 に 使 用

７月１日㊏～７月30日㊐

７月１日㊏～30日㊐

毎月1日のコミバス無料デー（土、日

ところ

箱。ちょっとのぞいてみませんか？

▶展示コーナー
まぶさ２期生 フォト展
「Book＆PHOTO本と旅にでよう」

まくバスde映画会

とき

夜空は物語のたくさん詰まった宝

どの悪質な事例もある

図書館本館、札内分館、忠類分館

ふれあいセンター福寿

や 消 費 し た 場 合 は 、購 入

冊数分受け取ることができます。

午後４時

を承諾したとみなされ

宙
（そら）
の物語

投票シールは図書館で本を借りた

▶おはなしのたね

売買契約が成立する

７月の特別展示テーマ

票シールの数で決定します。

図書館札内分館

ようです。

図書館の参加者（来館者）が貼る投

午前10時30分

る場合がありますので

（大型絵本）
•おべんとうばす（てあそび）

相談事例紹介
のは、
「 申 し 込 み 」に 対

•だれのおせんたくもの

（ブラックパネルシアター）

▶審査方法

７月１日㊏、７月15日㊏

※各講座申し込み多数の場合は抽選になります。

無料

•おりひめとひこぼし

７月１日㊏～８月30日㊌

７月 31日㊊ 午後１時～午後４時
百年記念ホール 木工芸室
小学生10人（一般も可）
受講料：小学生200円、一般500円
材料代：100円
７月24日㊊
汚れても良い服装
講師：
「おもちゃの病院」スタッフ
の皆さん

注意しましょう。

▶あっちこっち紙芝居

百年記念ホール講堂

（パネルシアター）
•999ひきのきょうだいのおひっこし

▶審査期間

８月 ２日㊌ 午前10時～午前11時30分
百年記念ホール 講堂
小学生を含む親子10組（一般も可）
※高学年は子どものみの参加可
受講料：親子600円、小学生200円、
一般500円
７月24日㊊
動きやすい服装、上靴、タオル、飲
み物等
講師：内杉義之氏
（「バレエ＆ダンス内杉」インスト
ラクター）

バードハウスを作ろう！

し て「 承 諾 」が あ り 、販 売

今月の行事・催しをごらんください。

８月 ３日㊍ 午前10時～正午
百年記念ホール 絵画室
小学生15人（一般も可）
受講料：小学生200円、一般500円
材料代：600円
７月27日㊍
汚れても良い服装
講師：小川奈緒美氏（「N#craft」主宰）

親子で楽しく
ヒップホップダンス体験！

７月22日㊏ 午前10時30分～正午

セージカード「POP」のコンテストを
ください。

消しゴムはんこで
うちわ作り！

開催します。

•３匹のこぶた（エプロンシアター）

開催しています。審査の投票に参加

今月は夏のスペシャルです。

今年も夏のスペシャルバージョンを

７月 29日㊏ 午前10時～正午
百年記念ホール 学習室２
小学生12人（一般も可）
受講料：小学生200円、一般500円
材料代：300円
７月22日㊏
特になし
講師：田中里美氏（「kanasa」主宰）

する側と購入する側の

図書館本館研修室

▶ババール

ババール
夏のスペシャル2017

キャッチコピーや文章・イラストな
どを用いて、本の魅力を伝えるメッ

午前10時

詳細は広報８月号に掲載予定です

夏休みチャレンジ講座

見て、
体験して、
楽しく遊ぼう！

消費生活センター

本のおもしろさはじける！
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無料

図書館本館・札内分館・忠類分館

日㊋、18日㊋、25日㊋、31日㊊

図書館本館 研修室

▶むかしのあそびへタイムワープ
～としょかんトライアスロン～
▶子ども縁日

（１つの図書館とします）、池田町

※７月の休館日：７月４日㊋、11

７月３日㊊

浴衣・甚平を着用か、星のモチーフ持
参の方にストラップをプレゼント

※各館休館日を除く

年始、図書整理日（毎月最終平日）

７月21日㊎

▶ステキな七夕プレゼント「星に
願いを」

７月15日㊏～８月20日㊐

火曜（祝日の場合は翌平日）、年末

７月13日㊍

午後３時30分～午後４時30分
十勝出身の講談師による楽しい講
談会です。入門編や子供向け講談
もあります。

証」を２館分または４館分集めると

【休館日】

▶ちるどらん

▶神田茜の七夕講談会

書き、図書館クイズをクリアして、ビ

素敵な景品がもらえます。読書通帳

▶忠類分館
（☎

図書館本館

宝を探そう！読書通帳に借りた本を

54-4488）

開館時間：午前10時～午後６時

（☎

８月６日㊐ 午前10時～

貝殻アートに挑戦！

百年記念ホール

百年記念ホール・講座

図書館・今月の行事と催し

2017.7月号

20

月

百年記念ホール・公演案内

日土

7/

７月23日㊐

開会
吹奏楽演奏（札内中学校）
バトントワリング

全席自由3,000円（当日500円増）

※未就学児入場不可。託児（無料）を

ジャズ演奏

18:30
19:00
20:00
20:30

ご希望の方は７月13日㊍までにお

（まくべつジュニア・ジャズスクール）

申し込みください。

主催者挨拶、来賓挨拶
もちまき、お菓子まき
太鼓演奏（十勝川平原太鼓）

大抽選会（第1部）

7/

パフォーマンス（江陵高校）

30 ㊐

（第２部）

観客動員10万人の大ヒット作品が、
母と息子、夫と妻、嫁と姑…家族の永

8/

笑人情喜劇、ここに登場！

まくべつ演歌まつり2017

日日

まくべつ夏フェスタ
▶幕別運動公園多目的広場
13:00
～

（中学生以下100円／高校生以上200円）

★消防車等展示・救助体験

（無料・小学生以下）※15：00まで

釧路→

幕別町役場

入口

テニス
コート

ところ

定員

料金

対象

内容

なっています。

※前売りで完売した場合は、当日券
はありません。

花火
打ち上げ
場所

ソフト
ボール球場

入口

申込期限

図書館

企画・制作：㈱ＮＬＴ

保健福祉センター

15

503

その他

問い合わせ

映画「この世界の片隅に」上映会

30 ㊌

9/

MANHATTAN JAZZ QUINTET
Japan Tour 2017
～スイングしなけりゃ意味ないね～
９月17日㊐ 午後６時開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定4,000円（当日500円増）
※チケットの一般販売は７月10日㊊
午前10時から
※未就学児入場不可。託児（無料）を
ご希望の方は９月７日㊍までにお
申し込みください。

チ ケット
発売場所

申し込み

提出先

56-8602

7㊏

That's が～まるちょば SHOW！
＋ロッケンロールペンギン in 幕別

17 ㊐

56-8600

「Best Friend」
「 未来へ」など多くの
ヒット曲を持つ女性デュオKiroro。
その透明感のある歌声をお楽しみく
ださい。
９月23日㊏ 午後５時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定5,800円（当日500円増）
●チケット先行販売
７月９日㊐ 午前10時～午後２時
（百年記念ホール窓口限定）
●チケット一般販売
７月13日㊍ 午前10時から
（先行販売で完売した場合、一般販
売はありません。）
※４歳未満入場不可。託児（無料）を
ご希望の方は９月13日㊌までにお
申し込みください。

10/

出演／純烈、川野夏美
８月30日㊌ 午後５時30分開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定3,500円（当日500円増）
※チケットの一般販売は６月30日㊎
午前10時から
※未就学児入場不可。託児（無料）をご希
望の方は８月20日㊐までにお申し込
みください。

※価格は全て税込みです。 ・ 百年記念ホール（☎

幕別高校

持ち物

主催：幕別町/幕別町教育委員会/

協力：まくべつ町民芸術劇場

幕別中学校

とき

※宝くじの助成により、特別料金と

後援：十勝毎日新聞社

15

幕別小学校

※雨天時は翌日に延期（当日10時に決定）。
※ペット連れでの入場は禁止します。
※運動公園内での焼肉は禁止です。
※ごみの持ち帰りにご協力ください。
※駐車場が大変混み合います。公共交通機関の積
極的なご利用をお願いします。
▶十勝バス帯広陸別線「幕別十字街」バス停下車、
徒歩約12分
▶ＪＲ幕別駅下車、徒歩約13分
※路上駐車・飲酒運転は絶対におやめください。

主催：まくべつ夏フェスタ2017実行委員会／共催：幕別町商工会青年部・㈱十勝毎日新聞社・FM-JAGA・幕別町
商工観光課観光係（☎ 54-6606）※土日・当日は、幕別町役場（☎ 54-2111）
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Ｂ席2,500円

北海道/（一財）自治総合センター

幕別駐在所

終了

Ａ席3,000円

高校生以下 Ａ席1,500円 Ｂ席1,000円

みください。

38

野球場

21:00

一般

望の方は７月20日㊍までにお申し込

橋

堤防

花火大会（3,000発）

全席指定（当日各席500円増）

止若

夏フェスタ
会場

20:00

広

観覧席

大抽選会

午後１時開演

百年記念ホール 大ホール

←帯

堤
防
猿
別
川

豊穣太鼓（幕別文化倶楽部）

ほか

７月30日㊐

※未就学児入場不可。託児（無料）をご希

【ゲーム】13:00～16:00
★ふわふわ遊具（幼児200円）
★プレート落とし

堤防

18:00

開会挨拶・来賓挨拶

悟美、永田博丈

生ビール３杯（ペットボトルジュース５本）と抽選券がセットに
なったおトクなチケット
（前売1,000円／当日1,200円）
。
札内夏まつ
りで抽選された番号は、
まくべつ夏フェスタの会場でも再抽選され
ます！
利益金の一部は北海道盲導犬協会および交通遺児募金に寄附します。
▶販売場所／幕別町商工会・幕別町商工会札内支所

＝駐車場

17:40

（トワールチームワン・
ミカバトンクラブ）
よさこい（江陵高校 想乱舞）
ほかアトラクション予定

た真帆、中西良太、モロ師岡、阿知波

チャリティパーティー
共通抽選券販売中

＝通行止め

17:20

開会
こども豊穣太鼓（幕別文化倶楽部）
幼児の踊り（幕別中央保育所）
バトントワリング

る！

駅

月

ハワ

出演／風間トオル、音無美紀子、とよ

幕別

7 16

遠の愛のテーマを笑いと涙で贈る爆

in Makubetsu2017

27 ㊐

８月27日㊐
１回目：午前10時上映
２回目：午後２時上映
百年記念ホール 大ホール
※詳細は８月号でお知らせします。

23 ㊏

Kiroro autumn concert

全国で目覚しい活躍を見せている
「ゆう楽亭」キッズ落語を開催します。
愛くるしい子どもたちが魅せる本格
落語を是非ご覧ください。
８月11日㊎㊗ 午後３時開演
百年記念ホール 講堂
全席自由500円（中学生以下無料）
※チケットの一般販売は７月３日㊊
午前10時から

幕別百年座

いよいよ待望の幕別公演決定！

イ旅行が当 た

9/

喜劇「嫁も姑も皆幽霊」

幕別町商工会（☎ 54-2703）／
幕別町商工会札内事務所（☎ 56-2709）

札内夏まつり
＆
まくべつ夏フェスタ2017

11 ㊎㊗

ゆう楽亭キッズ落語
まくべつ寄席

8/

宝くじ文化公演

大抽選会
終了

午後４時開演

百年記念ホール 講堂

（トワールチーム・ワン）

16:00
16:30
17:30

8/

MAYA With 松尾明 Trio
Special Guest 高橋康廣

札内夏まつり▶札内中央公園
14:00
～

23 ㊐

百年記念ホール

Summer Carnival 2017

78

INFORMATION

10月７日㊏ 午後７時開演
百年記念ホール 大ホール
全席指定3,000円（当日500円増）
●チケット先行販売
８月６日㊐ 午前10時～午後２時
（百年記念ホール窓口限定）
●チケット一般販売
８月17日㊍ 午前10時から
（先行販売で完売した場合、一般販
売はありません。）
※４歳未満入場不可。託児（無料）を
ご希望の方は９月27日㊌までにお
申し込みください。

info@m100.jp

百年記念

http://m100.jp/） ホ ー ル H P

百年記念ホール、役場住民係、札内支所、忠類総合支所、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

Ｅメール

ホー ムペー ジ ※
【市外局番】☎

0155

01558

2017.7月号
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