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町内の主なできごとと、頑張っている皆さんの姿をお伝えします！

ま ち の わ だ いMAKUBETSU  TOWN NEWS

札南WEED全道フットサル大会出場報告

全力プレーで優勝目指す
　サッカー少年団「札南WEED」のメンバー15人が、全道
フットサル選手権大会十勝地区予選を勝ち抜き、全道
大会への出場を決めました。
　教育委員会へ報告に訪れたメンバーはそれぞれ「悔
いの無いように力を出したい」「優勝目指してがんば
る」などと意気込みを語ってくれました。
　教育長は「練習通りのことができるよう一生懸命が
んばってください」と激励していました。

1/25

ジュニア・ちびっこスキー教室

ちびっ子たちが元気にスキーデビュー
　ジュニア・ちびっこスキー教室が白銀台スキー場で
開催されました。初心者グループはなだらかな坂で基
本的な動作の練習からス
タート。はじめはうまく
滑れなかった子どもたち
もぐんぐん上達し、のび
のびとスキーを楽しんで
いました。

1/13

北海道社会貢献賞受賞

北海道から元町議に表彰
　元幕別町議会議員の増田武夫さんが北海道社会貢献
賞を受賞し賞状が手渡されました。
　増田さんは1973年から2006年まで忠類村議会議員と
して、合併後も2015年まで幕別町議会議員として活動
を続け、地域の発展に尽力していました。
　増田さんは「村長５人と町長１人、色々な人と意見を
交わして来た事が思い出で、家族の協力や職場の理解
もあって長く続けてこられた」と話していました。

1/23

社会福祉協議会ボランティア講座

ハーブ香るオリジナル石けんづくり
　ちゅうるい学童保育所の子ども
たちが社会福祉協議会の出前講座
を受講し、手づくり石けんを制作
しました。石けんはハーブなどを
練り込んで形づくり、３日ほど乾
燥させると完成。うさぎやアニメ
のキャラクター等、オリジナル石
けんを夢中で制作していました。

1/16

忠類小１年生昔遊び集会

昔の遊びで楽しく交流
　忠類小１年生が地域のお年寄り
を招いて、めんこや、おはじきなど
昔の遊びで交流しました。こまま
わしでは「ひもをきつく巻いて、水
平に投げて」とコツを教わった子
どもたちが根気よく何度も挑戦
し、こまが上手く回るようになる
と飛び跳ねて喜んでいました。

2/8

全国ジュニア英語スピーチ・コンテスト出場

決勝大会に向け意気込み
　第40回全国ジュニア英語スピーチ・コンテスト決勝
大会（一般財団法人日本ＬＬ教育センター主催）中学生
の部に出場する馬渕空さん（札内中２年）が、役場を訪
れました。
　馬渕さんは「全国大会では感情表現を豊かにして、聞
いている人が共感できるようなスピーチがしたい」と
意気込みを語っていました。
※２月４日に行われた決勝大会では優秀賞に輝きました。

1/31

感謝状贈呈

地域貢献活動に感謝状
　地域貢献活動の一環として、途別ふれあい交流館駐
車場の区画線塗装復旧作業を行っていただいた幕別興
業株式会社に感謝状を贈
呈しました。
　飯田町長は「予算に限
りがあるなか、作業の実
施は本当にありがたい」
と話していました。

2/8

ブラインドサッカー教室

障がい者スポーツを体験
　ナマーラ北海道の芳賀博信氏を講師に招き、札内ス
ポーツセンターでブラインドサッカー教室を行いまし
た。参加者は視覚をふさ
い だ 状 態 で の 行 動 に 戸
惑っていましたが、徐々
に慣れていき、楽しそう
にブラインドサッカーを
体験していました。

2/10



　２月18日㊐、忠類白銀台スキー場で『第35回忠類ナウマン全道そり大会』
が開催され、ダンボール製のオリジナルそりでの出来栄えを競う「グッドデ
ザイン賞」、タイムを競う「スピード賞」の２部門で競い合われました。
　今年は30チームが出場し、2017年にブレイクした「ブルゾンちえみ」や、

「ライオンキング」など、ダンボール製とは思えない力作のそりが出場しま
した。
　競技後は、忠類丸山の埋蔵金伝説にちなんだ「埋蔵金拾い」が行われ、来場
者全員が景品めがけて走っていました。

「明倫小学校卒業記念号」
（明倫小学校高学年）

「キラーマリオ」
（さくま一家）

【幕別町長賞】
「デリカ」

（北大体育会そりサークル）

【十勝総合振興局長賞】
「滝川菜の花バイあまぞん号」
（滝川市役所女子バスケットボール部）

第35回

Good Design 賞

Before

After

他にもたくさんの力作がありました。その一部を紹介します。

102018３月号11 広報まくべつ  No.794 埋蔵金拾い

「めざせ金メダル！号」
（チーム明倫”ｓ）

【老人福祉センター発】①②③④全便
４月～９月…午後２時30分発
10月～３月…午後２時発

帰り

老人福祉センター送迎バス時刻表
平成30年４月１日～平成31年３月31日

古舞
第一会館 9：30

古舞
（加藤宏宅前） 9：35

古舞
近隣センター 9：38

道道
（松田宅前） 9：43

途別
近隣センター 9：49

途別六間橋 9：54
東４号

（山口勝宅前） 9：58
東４号

（山口正一宅前）10：00
南５線

（千賀宅前） 10：01
南５線

（土田宅前） 10：02
桂町

（原田宅前） 10：03

文京バス停前 10：05
若草公園
（北西） 10：08

泉町
（水野宅前） 10：10

老人福祉
センター 10：15

南勢
（福島宅前） 9：00

糠内消防署前 9：05
中里

（岩井宅入口） 9：10
駒畠

（新田宅前） 9：20
17線

（道道幕大線） 9：25
駒畠

（香西宅前） 9：36
駒畠

（斉藤左近宅前） 9：38

道道更別西３号 9：44

西３号３線 9：47
０号

（能手宅前） 9：56
12線

（六郎田宅前） 10：00
明倫育苗
センター 10：02

明倫第２会館 10：04

東13線10号 10：06

共栄ピクルス 10：19
老人福祉
センター 10：25

善教寺前 9：05
大豊近隣

センター前 9：13
八重洲

ドライブイン前 9：18
旧焼肉

あんじゅ前 9：21

南９線東30号 9：24

旧国道東27号 9：26

南９線東25号 9：27

理容おおさわ前 9：29
幕別中学校

（東側） 9：30

十勝電設前 9：33

町民会館前 9：37

千成前 9：40
幕別北

コミセン前 9：42

相川22号 9：47

相川20号 9：49

相川17号 9：52

千住15号 9：54
老人福祉
センター 10：10

①幕別線 ②駒畠・美川線 ③古舞線 ④新和・札内線

西猿別
南会館 8：50

南勢
（千葉宅入口） 8：55

新和
（金武宅前） 9：00

新和
八幡神社前 9：02

新和
（大出宅前） 9：08

新和
（福島宅前） 9：12

茂発谷
（郷宅前） 9：25

豊岡
（山口宅前） 9：36

稲志別
近隣センター 9：45
札内コミュニ

ティプラザ 9：50

（株）小田壱前 9：52

春日バス停 9：54

東春日バス停 9：55
白人小学校

バス停 9：56
10号札内

スポセン入口 9：58
ユニバーサルタウン
北さつない前 10：00

おち小児科前 10：02
桜町近隣
センター 10：05
３線６号

（尾藤宅前） 10：07
４線６号

（旧さかえ保育所前） 10：10
４線７号

（貝森宅前） 10：12
老人福祉
センター 10：15

第２・第４月曜日運行 第２・第４火曜日運行 第２・第４木曜日運行 第２・第４金曜日運行
９月17日㊊㊗→９月19日㊌
10月８日㊊㊗→10月10日㊌ 運行日の変更なし ３月21日㊍㊗→３月20日㊌ 11月23日㊎㊗→11月21日㊌

２ 月22日㊎　 →２月20日㊌

終点

終点

終点

終点

始点 始点 始点 始点

祝日、催しなどがある日は運行日が変わります。詳細は下記をご覧ください。
運行日は毎月巻末の「暮らしのカレンダー」に掲載します。

福祉課社会福祉係
 　（☎ 54-6612）

　運行日に実施します！老福リフレッシュ体操
高齢者の運動指導に精通した指導員と一緒に、無理なく楽しくできる運動をします。

午前10時45分～午前11時30分　 老人福祉センター（字依田381番地１）
65歳以上の町民　　 無料　　 運動しやすい服装、飲み物
申し込み不要です。都合に合わせてご参加ください。
保健課高齢者支援係（☎ 54-3812）
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