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INFORMATION

お知らせお知らせ

勤労者福祉資金のご案内

　町内在住の勤労者の方のため、冠
婚葬祭・医療・教育などの資金を融
資する制度を設けています。
　貸し付けの際は町が指定した金
融機関の条件審査があります。
▶貸付対象者

町内に１年以上住所を有し、町税
などを滞納していない勤労者の
方（自営業を除く）。
▶貸付限度額　100万円
▶貸付期間　　５年以内
▶貸付利率　　生活資金…1.0％
　　　　　　　 教育資金…0.85％
詳細は、下記までお問い合わせください。

商工観光課商工労政係
　（☎ 54-6606）
　 北海道労働金庫帯広支店
　（☎ 24-3767）

さいわい町整体施療院
肩こり・膝の痛み・腰痛・骨盤矯正等

●全身 60 分  3,500 円　●営業時間 AM9：00 ～ PM8：00
●予約制（予約受付 PM7：00 迄）　●定休日　水曜日　　

※洋服の仕立て・お直し・洋裁教室も同時営業

幕別町幸町 41携帯 090-8633-9063

有
料
広
告

くりりんセンター休館のお知らせ

　７月23日㊍の「海の日」は、定期点検整備のため休館日ですので、ごみの持
ち込みはできません。また、町のごみ収集もありませんのでご注意ください。
なお、７月24日㊎『スポーツの日』は開館しています。

十勝圏複合事務組合くりりんセンター
　（帯広市西24条北４丁目１番地５、☎ 37-3550）

子どもたちの安全を、地域の力で守りましょう。

子ども110番の家
　「子ども110番の家」は、子どもたちが身の危険を感じたときに保護や救護
を求めることができる「緊急の避難所」です。地域の皆さんのご協力により
200カ所以上登録いただいております。
　幕別町ホームページに各小学校区別にマップを掲載していますので、通学
路や近所にある「子ども110番の家」をご確認いただきご活用ください。
　新たに協力してくださる家庭や地域企業を随時募集しています。ご協力い
ただける方はご連絡ください。
　また、黄色の「旗」は、風雨等で劣化・破損した場合新しい旗と交換しますの
で、ご連絡ください。

防災環境課交通防犯係（☎ 54-6601）
 　忠類総合支所地域振興課（☎ ８-2111）

町ホームページ【マップ掲載ページ】→

法テラス釧路
無料法律相談会
７月28日㊋

　午後１時～午後３時30分
とかちプラザ講習室402

　（帯広市西４条南13丁目１）
法律相談、生活・仕事相談

※相談時間は、法律相談は30分以内、
生活・仕事相談は状況に応じて。
▶予約期間　
　７月１日㊌～17日㊎
※法律相談は完全予約制（先着15

人）。生活・仕事相談は予約不要。
法テラス釧路

　（☎0570-078392）

住宅新築リフォーム奨励金制度のご案内

　町に登録した業者の施工で住宅の新築・リフォームを行った方に奨励金（幕
別町商工会商品券）を交付しています。なお、業者は登録制ですので、まだ登録
していない町内の施工業者の方は登録をお願いします。
▶奨励金
①500万円以上の新築等の場合
　「10万円相当の商品券」
※マイホーム応援事業補助金の交付を受ける方は対象となりません。
②30万円以上のリフォームの場合

「対象工事費の５％に相当する額の商品券(1,000円未満は切捨て、上限５万円)」
①・②は１つの住宅につき年度内１回のみの助成となります。

　詳細は、お問い合わせください。
商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

まくべつ援農隊　農業就労（除草）体験会のご案内

　農業に対する関心があり、意欲と能力のある多様な人たちに農業を働く場
として選択していただくために農業就労体験会を開催いたします。農業経験
は不問ですので、農業に興味のある方の多数の参加をお持ちしております。

７月10日㊎　午後１時30分～午後３時30分
※当日は午後１時までに幕別町民会館前までお越しください。
※雨天の場合は延期します。

平譯農場（新川地区）
概ね65歳以上の方

　※車をお持ちで運転ができる方（同乗して移動ができる場合は無くても可）
　※65歳未満の方も参加できます。

７月１日㊌～７日㊋　※担当係まで事前申込が必要です。
体験会終了後、まくべつ援農隊の事業説明を行います。

　体験参加者には、交通費実費相当分が体験農家から支給されます。
・ 商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

シニア世代「体力検定」を開催します

※結果については、１～２カ月後に郵送します。
65歳以上の町民　※各地区とも30名先着順

※寝起き動作などを行います。身体の痛みなどが強い方は、ご相談ください。
無料
運動しやすい服と靴・水分補給の飲み物
７月22日㊌まで
・ ＜幕別・札内地区＞保健課高齢者支援係（☎ 54-3812）

　　   ＜忠類地区＞保健福祉課保健係（ふれあいセンター福寿☎ ８-2910）

日程 時間 場所 測定項目

７月 28 日㊋
午後２時～

午後４時

※受付
午後１時 30 分～

【忠類地区】
ふれあいセンター

福寿

以下の４種目の動作に
かかった時間を測定し
ます。
①歩行　②手作業
③ 着 替 え る、 ま た ぐ な

どの身体能力
④ 立 つ、 起 き る な ど の

姿勢交換能力

７月 29 日㊌
【札内地区】
札内コミプラ

集会室

７月 30 日㊍ 【幕別地区】
保健福祉センター

　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。自立体力を知り、
健康づくりに生かしましょう。

７月の人権相談・行政相談

▶人権相談
【札内会場】人権擁護委員：

赤石 裕元さん、三島 まゆみさん
７月15日㊌  午後１時～午後３時
札内コミュニティプラザ会議室４

【忠類会場】人権擁護委員：
森 廣幸さん、佐藤 恵子さん

７月15日㊌ 午前10時～正午
ふれあいセンター福寿
住民生活課住民活動支援係

　（☎ 54-6602）
▶行政相談
【札内会場】

行政相談委員：松本茂敏さん
７月15日㊌  午後１時～午後３時
札内コミュニティプラザ会議室４
新町/松本茂敏さん（☎ 54-5267）

平和の祈りをつなぐ
千羽鶴・折り鶴募集

　８月に開催予定の「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。
▶千羽鶴・折り鶴の詳細

15cm四方程度の折り紙（広告・包
装紙等も可）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。
▶募集期間　
　７月１日㊌～22日㊌
　午前９時～午後５時
▶受付場所
　役場１階ロビー、札内支所
　忠類コミュニティセンターロビー
※提出用の箱を設置します。

総務課総務係（☎ 54-6608）

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20日㊍　 ７月15日㊌まで
・ 農林課畜産係（☎ 54-6605）　忠類総合支所経済建設課（☎ ８-2111）
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お知らせ
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お知らせ

「老福リフレッシュ体操」
の再開について

　老福リフレッシュ体操では毎月、
運動指導士による体操を開催して
います。新型コロナウイルス感染拡
大防止のため休止していましたが、
6月より実施時間を短縮して再開
しています。

 毎月第２、第４の月・火・木・金曜日
　午前10時30分～午前11時10分
※祝日の関係などにより変更にな

る場合があります。詳しくはお問
い合わせください。
老人福祉センター

　（依田381番地１☎ 56-5445）
65歳以上の町民
無料
運動しやすい服、水分補給用の
飲み物、マスク
申込不要。どの実施日に参加され
ても構いません。ご都合に合わせ
てご参加ください。

　老人福祉センター送迎バスやコミ
バス、自家用車で通うことも可能
です。
 保健課高齢者支援係

　（☎ 54-3812）

「脳力テスト」を開催します　
～いつまでも若い脳を保ちましょう～

　認知症の前駆的な段階として、軽度認知障害（MCI）というものがあります。こ
の時期に、低下しがちな脳機能を鍛えることが、認知症の予防につながります。

「脳力テスト」では、５つの脳機能について確認できます。自分の「脳力」を知り、
いつまでも元気で若い脳でいるための生活を目指しましょう。
※２会場で行います。下記の①、②のうち、都合に合わせて参加する会場を選ん

でください。

65歳以上の町民（認知症と判断されていない方）
無料
７月15日㊌まで

・ 保健課高齢者支援係（☎ 54-3812）　

場所 日程 内容 時間 定員

①札内コミプラ
集会室

７ 月 20 日 ㊊ 脳力テスト

午前 10 時～
午前 11 時 30 分

80 名
８ 月 ３ 日 ㊊ 結果説明会

②保健福祉セン
ター

７ 月 22 日 ㊌ 脳力テスト
50 名

８ 月 ５ 日 ㊌ 結果説明会

北海道委託事業　地域活性化雇用創造プロジェクト　
多様な人材の安定就業促進事業

　概ね35歳以上の中高年求職者の「ものづくり・IT・食・観光関連企業等」への
就業促進のため、求職者向けセミナー、おしごと説明会が開催されます。

●「きいて」「はなして」「たしかめて」中高年就職促進２Daysお仕事説明会in帯広
日程 場所 内容 時間

７月 30 日㊍ ホテル
日航ノースランド

（帯広西２条南
13 丁目１番地）

求職者向けセミナー 午前 10 時 30 分～正午

おしごと説明会 正午～午後４時

７月 31 日㊎
求職者向けセミナー 午前 10 時 30 分～正午

おしごと説明会 正午～午後３時 30 分
※おしごと説明会ではタイムテーブル制により１社30分の説明（説明終了後、

質疑応答あり）　１日目８社、２日目７社参加予定
※１日目と２日目の企業は重複しません。

キャリアバンク㈱　地域活性化雇用創造プロジェクト事務局
　（☎011-223-4366）

令和２年度幕別町戦没者
追悼式の開催

８月26日㊌　午前11時～正午
保健福祉センター（新町122番地１）

※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、ご遺族のみで開催し
ます。一般の方の参列はご遠慮願
います。なお、ご遺族には別途ご
案内します。
 福祉課社会福祉係

　（☎ 54-6621）

有
料
広
告

　町が発注する小規模な修繕の受
注希望者の登録を受け付けます。
▶登録対象者　

入札参加資格が無く、町内に本
社本店を有する法人、または町
内に住所を有する個人事業主
▶対象となる契約　　

予定価格が 30 万円未満で、内容
が軽易かつ履行が容易な修繕の
契約
▶登録期間
【７月１日～７月 20 日受付分】

令和２年８月１日～令和４年７月 31 日
【以降毎月 20 日までの受付分（随時受付）】

受付した翌月の１日～令和４年７月 31 日
※前回登録された方も、７月末で

登録期間が満了となるため、新
たに登録が必要です。

※小規模修繕を発注する際の事業
者選定の対象となりますが、見
積参加や契約を約束するもので
はありません。

※詳しくは町ホームページをご覧
ください。
総務課契約管財係

　（☎ 54-6608）

小規模修繕契約希望者登録
を受け付けます

自立支援協議会定例会
『町内の障がい福祉の事業所紹介と各事業所の
新型コロナウイルス対策はどうしてる？』

　自立支援協議会では、地域で暮らす障がいのある方が抱える様々な要望に
応えられるよう、定期的な情報交換の場として定例会を毎月開催しています。
福祉関係者だけではなく、障がいがある方やその家族を含めた地域住民の皆
さんと一緒に問題点や課題を話し合っています。
　７月の定例会では、町内の障がい福祉に関わる事業所の紹介と新型コロナ
ウイルス感染予防について、各事業所でどのような対策や工夫をしているか、
また困っていることなどをお話してもらう予定です。
　どなたでも参加できますので多くの皆様の参加をお待ちしています。

７月28日㊋　午後６時～午後７時30分
札内コミュニティプラザ 集会室１・２

『町内の障がい福祉の事業所紹介と各事業所の新型コロナウイルス対策は
どうしてる？』
申し込み不要。どなたでも参加できます。　主催：幕別町自立支援協議会
福祉課障がい福祉係（☎ 54-6612）

十勝エコロジーパークからのお知らせ

　十勝エコロジーパークの幕別エリア内にある『魚道観測室・ととろーど』は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため６月末日まで閉館としておりま
したが、７月末日まで閉館を延長し、８月１日㊏からオープンする予定とな
りました。
　なお、魚道観測室・ととろーど前広場は開放しております。

土木課公園管理係（☎ 54-6622）

らくとは一日でも長く自分の足で歩けるよう、一生痛み

のない健康な身体づくりをお手伝いいたします。

～腰痛・肩こり・首こり・膝痛でお困りの方～

札内若草町 フクハラ若草店内

背骨コンディショニング

☎
無料体験随時受付中！
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募集募集

INFORMATION

パートタイム事務補助員
募集職種 一般事務補助 募集人数 ２人

応募資格 ・ 簡単なパソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができること

勤 務 日
勤務時間

月曜～金曜（週５日）
午前８時45分～午後５時

勤務場所 幕別町役場
賃 金 日額6,753円

待 遇 社会保険、雇用保険、通勤手当（片道２km
以上）

任用期間 令和２年８月３日～令和３年１月29日
提出書類 幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書
提出方法 郵送または直接提出 提出期限 7月17日㊎必着
面 接 日 ７月下旬
・ 総務課情報管理係（〒089-0692 幕別町本町130番地１、
☎ 54-6608）

幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書は
町ホームページからダウンロードして使用してください。

また提出先でも用意しております。

会計年度任用職員の募集

幕別町会計年度任用職員（緊急雇用）
募集職種 一般事務補助 募集人数 ４人

応募資格

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29年３月以降に学校（専門学校を

含む）を卒業された方
・求職活動中の方
・以前にこの事業で任用されてない方

勤 務 日
勤務時間

月曜～木曜（週４日）
午前８時45分～午後５時
※勤務場所によって変わる場合があります。
※金曜日は求職活動や自己研修にあてる
　ものとします。

勤務場所 幕別町役場、忠類総合支所、図書館のいずれか
賃 金 日額6,753円

待 遇 社会保険、雇用保険、通勤手当

任用期間 令和２年８月１日～令和３年３月31日

提出書類
幕別町会計年度任用職員 申込書兼履歴書

※ハローワークを通じて休職中であれば紹
　介状が必要です。

提出方法 郵送または直接提出 提出期限 7月17日㊎必着
面 接 日 ７月下旬

商工観光課商工労政係（〒089-0692 幕別町本町130番地１）
　札内支所、忠類総合支所、糠内出張所

商工観光課商工労政係（☎ 54-6606）

障がいのある方を対象としたチャレンジ雇用職員募集
（一般就労を目指している障がいのある方を雇用し、業務経験を積み、関係機関との連携により一般企業等への就労を支援します）

カフェ業務
募 集 職 種 フロア業務補助（食事や飲み物を客席へ運んだり、後片付け、カ

フェ内の清掃などをする仕事です） 募集人数 　1 人

応 募 資 格

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所持している町民で、一般企業などへの就職を希
望しており、原則として次のいずれにも該当する方。

（1）幕別町障がい者職場体験事業の経験のある方
（2）就労支援事業所などに通っていて、その所属の推薦が得られる方

※上記に該当しないが応募を希望される方は事前にお問い合わせください。
勤 務 日
勤 務 時 間

火曜～土曜（祝日は休み）※１
午前８時45分～午後４時30分※１

勤 務 場 所 札内コミュニティプラザ内カフェ「ノンノ」　（幕別町札内青葉町311番地11）
賃金（予定） 日額6,753円※1

待 遇
勤務開始日、勤務日、勤務時間などは、相談により決定
通勤手当（片道2km以上）、社会保険、雇用保険、有給休暇
※１勤務日、勤務時間などにより給与、加入保険、休暇等の条件が変わることがあります。

雇 用 期 間 令和２年８月１日～令和３年３月31日

提 出 書 類 チャレンジ雇用事業申込書、所属推薦書（就労支援事業所などに通っている場合）
※提出先で配布しています。

提 出 方 法 郵送または直接提出 提出期限 7月15日㊌必着
面 接 日 ７月下旬　※詳細は後日連絡します。

福祉課（〒089-0692 幕別町本町130番地１）札内支所、忠類総合支所、糠内出張所
福祉課障がい福祉係（☎ 54-6612）

公営住宅の入居者募集	

※忠類地域の定期募集の住宅は担当係までお問い合わせください。

▶随時募集の住宅　入居申し込みがあった時点で募集終了となります。	⑪は告知事項があります。詳細はお問い合わせください。
団　地　名 家　賃 階数 間取り 建築年 浴槽 給湯設備

幕別 ②寿町（2-102） 15,700円～30,900円 2階建て1階  3LDK S61  入居者負担 入居者負担 
③新緑町南（1-4） 14,900円～29,200円 2階建て2階  3LDK S59 入居者負担 入居者負担 

忠類

④忠類白銀町（10-38）    4,900円～9,500円 平屋建て 2DK S46 入居者負担 入居者負担
⑤忠類白銀町（16-62） 5,600円～10,300円 平屋建て 2DK S48 入居者負担 入居者負担
⑥忠類白銀町（21-80）	 11,700円～22,900円 平屋建て 3DK S58 入居者負担 入居者負担
⑦忠類白銀町（22-82）    12,000円～23,600円 平屋建て 3DK S59 入居者負担 入居者負担
⑧忠類あけぼの（1-1）
　　外１戸    14,100円～19,700円 平屋建て 3LDK H２ 入居者負担 入居者負担
⑨忠類あけぼの（10-20）
　外１戸   12,700円～25,000円 平屋建て 2LDK H４ 有 有
⑩忠類あけぼの（13-25）
　外１戸    16,800円～32,900円 平屋建て 3DK H5 入居者負担 入居者負担
⑪忠類あけぼの（18-36） 14,900円～29,300円 平屋建て 2LDK H6 有 有

▶入居資格	※①～④を全て満たす方
①住宅にお困りの方
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20日 ㊊午後２時　　 役場２-Ａ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㊌～８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、札内支所、忠類総合支所
都市計画課住宅係（☎ 54-6623）　

　忠類総合支所経済建設課（☎ ８-2111）
▶定期募集の住宅　募集期間：７月１日㊌～10日㊎　※土・日は除く

団　地　名 家　賃 階数 間取り 建築年 浴槽 給湯設備
幕別 ①寿町（3-102） 16,000円～31,400円 2階建て1階 ３LDK S62 入居者負担 入居者負担

■6/10入稿 0610_北海道_幕別町広報誌_相談会h84.5w176_1c

集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに持続感染された方へ 一人で悩まずに無料個別相談会をご利用ください

日
程
・
会
場

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029
□TEL 03-5363-6333

□http://precious-law.jp/
□E-mail:info@precious-law.jp

□FAX 03-5363-6334  

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A  【営業時間】 平日 9：00～18：00

学習室703
釧路市生涯学習センター

<会場未定>様似町

多目的室１
新ひだか町地域交流センター
ピュアプラザ

30   ・317
(木) (金)

158
(土)

168
(日)

有
料
広
告
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募集

INFORMATION

健康講座・スポーツ

講座名 時間 農業者トレセン 札内スポセン

転倒しない体づくり 13：30 ３日・24日・31日㊊ ４日・18日・25日㊋

パークゴルフ体操 13：30 17日㊊ 11日㊋

Enjoy！
イキイキサーキット 19：30 11日・25日㊋

６日・20日・27日㊍
３日・17日・24日・31日㊊
７日・14日・21日・28日㊎

みんなでスッキリ
サーキット 14：00 ７日・14日・21日・28日㊎ ５日・19日・26日㊌

ストレッチポールDE
体スッキリ

14：00 12日㊌
19：30 18日㊋

講座名 時間 忠類体育館
ゆったり

リフレッシュ運動 14：30 ６日・13日・20日・27日㊍

講座名 時間 幕別町民プール

＜期間限定講座＞
水中エクササイズ

15：30 ５日㊌・17日㊊
19：00 ４日㊋・13日㊍

※有料講座 時間 スポセン（札内）

やさしいヨガ
10：30 ３日・24日㊊
19：30 ６日㊍・21日㊎

※1回1000円（保険代込）町内に在住もしくは勤務されている方は、証明でき
るもの持参で100円引

はじめて
エアロビクス 14：00 14日㊎

ZUMBA 19：30 7日・28日㊎
※幕別在住の方１回500円（保険代込）町外の方700円（保険代込）

農業者トレーニングセンター（☎ 54-2106）
　 札内スポーツセンター（☎ 56-4083）

「まくべつ健康ポイントラリー」対象事業
８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。

パークゴルフ発祥の地
第８回パークゴルフ家族大会
８月９日㊐ 小雨決行（現地で判断）

　受付　　　午前８時30分～
　開会式　　午前９時
　競技開始　午前９時30分
　閉会式　　正午（予定）

エルムコース
・

①中学生部門20人 ②高校生部門20人
③家族部門20組40人（２人１組）
※小学生と父母や祖父母等の家族
④一般部門20組40人（２人１組）
※夫婦、兄弟などの大人

中学生、高校生部門　無料
　家族部門、一般部門　１組500円

７月27日㊊まで
競技内容

①中学生部門、②高校生部門
　18ホール、ストロークプレー
③家族部門、④一般部門
　18ホール、ペア方式によるスト

ロークプレイ（１つのボールを
交互に打つ。ただし、家族部門の
各ホール１打目は大人が打つ。）
部門ごとの表彰のほか、抽選会
を用意しています。

　用具のない方は申込時にお伝え
ください。

・ 教育委員会生涯学習課
　　  （☎ 54-2006）

第44回全幕別男子ソフト
ボール選手権大会
８月24日㊊～９月30日㊌　

　第１試合　午後７時～
　第２試合　午後８時10分～

運動公園ソフトボール球場
１チーム7,000円（申込時納入）
町内の職場・同好会・地域（公区）
などで編成されたチーム

※女性、小・中学生、高校生、登録名
簿に登録した選手以外は出場不
可（登録人数は25人以内）。
監督会議で申し込み受け付け

　監督会議：７月25日㊏　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
　（☎ 54-3064／090-1644-9974）

第18回幕別町テニポン交流大会

７月21日㊋　受付　　　午前８時30分～
開会式　　午前９時
競技開始　午前９時10分
閉会式　　正午（予定）

札内スポーツセンター
１人500円（当日納入）
７月６日㊊まで

募集職種 募集資格 受付期間 試験日

航空学生
海上自衛隊は18歳以上23歳未満の方
航空自衛隊は18歳以上21歳未満の方

（高卒または高専３年次修了(見込含む)）

７月１日㊌
～

９月10日㊍

１次 ９月22日㊋

２次 10月17日㊏～22日㊍
のうち指定する日

３次 11月20日㊎～12月17日㊍
のうち指定する日

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の方

１次 ９月18日㊎～９月20日㊐
のうち指定する日

２次 10月９日㊎～10月14日㊌
のうち指定する日

自衛官候補生（男子） ９月28日㊊、29月㊋
のうち指定する日

自衛官候補生（女子） ９月30日㊌

防 衛 大 学 校
学生

推薦

18歳以上21歳未満の方
高卒または高専３年次修了(見込含む)

９月５日㊏
～

９月11日㊎

９月26日㊏・27日㊐

総合選抜
１次 ９月26日㊏

２次 10月31日㊏、11月１日㊐

一般
７月１日㊌

～
10月22日㊍

１次 11月７日㊏、８日㊐

２次 12月８日㊋～12日㊏
のうち指定する日

防衛医科大学校
医学科学生

７月１日㊌
～

10月７日㊌

１次 10月24日㊏、25日㊐

２次 12月９日㊌～11日㊎
のうち指定する日

防衛医科大学校看護学科学
生（自衛官候補看護学生）

７月１日㊌
～

10月１日㊍

１次 10月17日㊏

２次 11月28日㊏、29日㊐
のうち指定する日

※募集資格の年齢は採用時期によって異なります。なお、受付期間や試験日については状況により変更になる事があり
　ます。詳しくは下記のいずれかにお問合せください。

 自衛隊帯広募集案内所　帯広市西５条南14丁目13番地　ＮＣサウスビル（☎ 23-8718　 obihiro.pco.tokachi@rct.gsdf.mod.go.jp）
　自衛隊帯広地方協力本部（ http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/）

自衛官等募集のお知らせ

競技種目　ダブルス
　①一般の部（男女）　②２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。

新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合があります。
その場合は代表者へご連絡いたします。

・ 町テニポン協会事務局・迎
むかい

　（☎080-4045-4373・ 56-5955）

有
料
広
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