
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 122019.12月号13 広報まくべつ  No.815

INFORMATION

民生委員児童委員・主任児童委員を紹介します
　　　　オリンピアンふれあいイベント

　　　　町民と考える
　　　　オリンピアンの町ワークショップ

　民生委員児童委員、主任児童委員の一斉改選により、委員に変更がありました。
　「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」など、福祉に関することは地区担当委員にご相談くだ
さい。
　なお、各委員の連絡先については、住民福祉部福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）までお問い合わせください。

　幕別町応援大使である福島千里選
手（陸上短距離）、桑井亜乃選手（７人
制ラグビー）、山本幸平選手（マウンテ
ンバイク）が10月27日㊐に札内スポー
ツセンター前特設会場で子ども達80
人と一緒にスポーツを通じての交流
イベントを行いました。
　福島千里選手は早く走れるコツに
ついて、桑井亜乃選手はタグラグビー
体験、山本幸平選手はマウンテンバイ
クの仕組みの説明と持久力を高める
トレーニングを行いました。

　町民と考えるオリンピアンの町ワークショップ提言報告会
が札内コミュニティプラザで行われました。
　ワークショップは昨年12月設置され、無作為に抽出した町民
11人をはじめ、ワークショップに参加したみなさんが議論を重
ね提言書をまとめました。
　報告会には桑井亜乃選手、山本幸平選手も参加し、ワーク
ショップでの提言報告を受けて、自身の経験を踏まえて、ス
ポーツを軸としたまちづくりの思いを語られていました。

（任期は令和元年12月１日から令和４年11月30日までの３年間）　

※新マークは新しく委員になった方です。
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氏名 担当公区
宮本　真由美 幸町、本町１・２・３
𠮷田　喜惠子 錦町１･２
坂口　保枝 寿町１･２･３
谷友　美和子 南町２
宇佐美　美知子 南町１､緑町1
髙畠　政由 宝町､新町
菅　好弘 緑町３
間鍋　茂美 緑町２
柿崎　登美子 緑町４
佐藤　隆幸 旭町２
坂本　智佐子 旭町１･４
北𠩤　英康 明野北･南、新川
千葉　十三夫 軍岡、南勢､大豊
西田　金雄 相川･西･南･北
千葉　茂喜 豊岡2、新和、猿別、西猿別
末永　麻弓 豊町、中央町１
神山　央 中央町２
小林　崇晶 中央町３
黒島　勉 千住１･2･東､札内区
伊藤　小百合 青葉町１
中寺　雅子 青葉町２
平野　やよい 春日町、東春日町
山角　博史 あかしや、あかしや中央
村上　典子 あかしや南２
草田　修治 あかしや南１
安田　正司 泉町

矢野　優子 泉東

山口　茂子 若草町１

松井　輝代 若草町２

工藤　栄子 若草町３

横山　宏 桂町１

上田　昭夫 桂町２

櫻井　枝利子 桂町３

氏名 担当公区
楠　美智子 共栄町１･２･３
伊藤　勇哲 北栄町１
青山　繁則 北栄町２
吉田　敦子 桜町北･中央
及川　清貴 桜町南
岩田　留美 西町１･2
早坂　ケイコ 新北町東
髙道　昭夫 新北町西
齊藤　由美 北町１・2
中野　義明 北町３
安藤　幸夫 文京町
鈴江　展子 暁町東
岡部　直子 暁町西
黒田　寿美礼 暁町北
小倉　佳永子 依田､西和､みずほ町
松田　文子 稲志別､新生､中稲志別､豊岡1
塚本　逸彦 途別
尾藤　敏之 上稲志別､日新1･2､昭和
井村　利克 古舞

粟野　実 糠内市街､五位､糠内第一､
中糠内､西糠内

六郎田　明正 明倫、美川
村田　敏 中里、駒畠
田子　康子 忠類幸町、忠類白銀町
宮町　悟 忠類栄町
菅野　由紀子 忠類本町、忠類錦町

井田　寿美恵 忠類東宝､忠類元忠類、忠類幌内､
忠類新生､忠類豊成､忠類晩成

下川　暢宏 忠類西当、忠類上忠類、忠類上当

伊澤　昭宙 [主任児童委員]

庄司　克哉 [主任児童委員]

前川　みや子 [主任児童委員]

髙橋　智彦 [主任児童委員]

　８月に町で合宿を行った慶應義塾体育会野球部から、４
人の選手がプロ野球ドラフト会議で指名を受けました。
　また、慶應義塾体育会
野球部は、明治神宮野球
大会に出場し、19年ぶり
４度目の優勝、日本一を
果たしました。今後ます
ますのご活躍を幕別町か
ら応援しております。

慶應義塾体育会野球部　最新情報

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
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　10月20日に開催された「忠類どんとこいむら祭り」は大
変大きな祭りで、他町村から訪れる方たちも多く、伝統的
で素晴らしい祭りだと思いました。様々なブースで地元の
美味しいものを頂きつつ、私は今回、しらかば大学・陶芸部
の皆さんの作品からマグカップを１つ購入しました。大き
さ、デザイン、色、質感、全てが好みに合っていて、しかもお
手ごろ価格。今は自宅でメインのカップとして大切に使用
しています。地域の祭りを通じて、その時だけ出会える物
や食から四季の移り変わりを感じ、そして季節が待ち遠し
くなる。地域の行事や祭りは、忠類の大切な地元文化とし
て長く続いてほしいです。

協力隊員が活動の中で感じたことなどを
写真とともにお伝えします。

地域おこし協力隊
活動日記 vol.06

　今年は忠類ナウマン象化石骨発見50周年記念の年です。
先日、忠類ナウマン象記念館にて記念講演が開催されまし
た。忠類ナウマン象の歴史をわかりやすく解説していただ
き、大変勉強になりました。今後も周囲地域の協力でナウ
マン象の雰囲気作りを、という一環で、「忠類と言えばナウ
マン象」ではなく、「『象』と言えば忠類」と言われるように
なってほしいというお言葉、そして「象のグッズをこれで
もか！というくらい揃えてほしい」という提案にも大変
共感しました。様々な象グッズと、オリジナルのパオくん
グッズで埋め尽くされた販売コーナーを、ぜひいつか作っ
てみたいです。

インスタグラムで
町の魅力を発信中！

職業体験

働くことの大変さを実感
　忠類中学校２年生が地域の職業体験を行いました。
　最初は、慣れない仕事に戸惑っていましたが、徐々に
緊張もほぐれ、最後は笑
顔で体験を終えることが
で き 、「 働 く こ と の 大 変
さ」について考える１日
となりました。

10/25

しらかば大学大学祭

日頃の練習成果を披露
　しらかば大学合同の大学祭が開催されました。芸能
発表の部門では合唱、カラオケ、ダンスなどが披露され
ました。講堂・ギャラリー
では毛筆、手芸、ちぎり絵、
陶芸などの展示や、生徒
たちによるバザーも行わ
れ、来場者の目を楽しま
せていました。

10/27

地域のお宝発表会

地域のつながりを大切に
　ご近所づきあいや地域サロンなど「ささやかな地域
のつながり」を地域のお宝として再認識し、地域づくり
と支えあいについて考える「地域のお宝発表会」が開催
されました。
　講師の池田昌弘さん（全国コミュニティライフサ
ポートセンター理事長）による講演のほか、町内で行わ
れている６つの取り組みを「お宝」として紹介する事例
発表も行われました。

11/6

東京幕別会総会

ふるさとを懐かしむ
　ふるさとを離れ東京方面で暮らす町出身者が、会員
となっている東京幕別会の総会が開催されました。
　毎年行われるこの総会
に、会員・来賓合わせて39
人が参加し、町の農作物
を使った料理や昔の思い
出話などで、会場が盛り
上がっていました。　

11/3

トヨペットふれあいグリーンキャンペーン

ナウマン公園に苗木を寄贈
　トヨタ自動車と帯広トヨペット
の共同による緑化事業の一環とし
て、忠類ナウマン公園に苗木31本
が寄贈されました。忠類保育所の
年長さんが記念植樹に参加し、公
園にまた１つ魅力が増えました。
同社からは苗木のほか、災害備蓄
水600ℓも寄贈されました。

11/7

地域防災訓練

今年度２度目の訓練
　本年度２回目となる市街地を中
心とした防災訓練が、「札内北コ
ミュニティセンター」を指定避難
所とする公区を対象に開催されま
した。防災訓練は震度７の地震を
想定して行われ、103人が訓練に
参加し、真剣な面持ちで避難行動
を行っていました。

11/10
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