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公区内の除雪・排雪対策に
「協働のまちづくり支援事業」をご活用ください

（2）雪堆積場確保

交付対象
市街地の空き地等への雪捨て場確保に係
る経費

交付率 1/1（上限あり）

限度額

雪捨て場 1 か所の面積

330 平方メートル未満 10,000 円

330 ～ 660 平方メートル未満 15,000 円

660 平方メートル以上 20,000 円

留意事項

①市街地内または市街地に隣接する私有地
に設置する雪捨て場を対象とする。

②４戸程度の住民が利用できる土地を選
ぶこと。

③対象とする経費は、土地の確保に係る
額とする。

④契約期間が満了した際は、清掃等を行
い元の状態に戻すこと。

（4）地域内排雪

交付対象
公区内の道路および交差点の安全確保の
ための排雪に係る経費

交付率 1/2（上限あり）

限度額

道　路 １メートルにつき　　 500 円

交差点
３差路　　　　　　17,000 円

４差路　　　　　　34,000 円

留意事項

①市街地の排雪を対象とする。
②同一路線または交差点の排雪に対する

申請は、年度内 1 回を限度とする。
③道路の排雪は、片側につき交差点を両

端とする区間すべてを排雪した路線を
対象とする。

（3）地域内除雪機械導入

交付対象

除雪機械・小型融雪機械導入に係る経費
※公区内の通学路等歩行者安全確保のた

めの除雪、近隣センター・公区会館の
除雪への使用を目的としたもの。

交付率 1/1（上限あり）

限度額 250,000 円

留意事項

① 1 公区につき 1 台を限度とし、導入後
10 年以上使用すること。

②導入した機械は、雪かき支援事業に使
用することができます。

③複数公区での申請も可能です。

（1）雪かき支援

交付対象
高齢者の一人暮らし世帯および高齢者世帯
並びに単身障がい者世帯等の除雪支援

交付率
除雪１戸につき 5,000 円（定額）

限度額

留意事項
①公区住民自らが公区内において実施す

る除雪を対象とする。
②除雪戸数は実戸数とする。

　町では、公区の助け合い活動支援事業として、次のとおり公区が行う各種事業に対し、交付金を交付しています。公
区内の除雪・排雪対策にご活用ください。事業の利用にあたっては、公区長から申請書と必要書類の提出が必要とな
ります。必要書類等の詳細はお問い合わせください。 ・ 住民生活課住民活動支援係（☎ 54-6602）

INFORMATION

有
料
広
告

　令和２年 10 月 24 日㊏に明野ヶ丘公園や幕別のまちについて考える「ファン・
プロジェクト・まくべつ」がスタートしました！
　大人 17 名、小学生 12 名が集まり、明野ヶ丘公園について、幕別のまちについ
てワークショップを行いました。大人も小学生も自由な発想でアイデアを出し合い、
わいわいにぎやかでした。

大人チーム

小学生チーム

◆現地確認
　まずは明野ヶ丘公園を現
地確認しました！
　ピラ・リに登り、周辺の
ま ち や 畑、 遠 く に 見 え る
山々を見ました。
　公園内を散策し、紅葉に
染まった豊かな木々や古く
なりつつある遊具を確認し
ました。

紅葉も
キレイでした！

◆ワークショップ
　「こうなったらいいな明野ヶ丘公園・幕別のまち」
　会場に戻り、“ まくべつブレストカード ” を使っ
て「こうなったらいいな明野ヶ丘公園・幕別のまち」
について話しました。
※まくべつブレストカードとは、集団で自由度の高いアイディアを

出し合うため幕別町にちなんだキーワードが絵で描かれたカード

ブレストで生まれたアイデア（一部）
●こうなったらいいな明野ヶ丘公園

・町民が関わって作り上げる公園づくりをしたい！
・木登りができたり、大人も子どもも自由に使いこなせる公

園にしたい。
・自然や星空、ピラ・リなどすでにあるものをより活かして

いく方法を考えたい。
・キャッチコピーを作るなど効果的な広報が必要！

●こうなったらいいな幕別のまち
・子どもたちが「幕別と言えばこれ！」と言えるものを残せ

るように今の大人が頑張らないといけない。
・魅力的なお店や活動はあるので、それらが連携して取り組

めるとより波及力があるのではないか。

▲まくべつ
　ブレストカード

など

など

◆ワークショップ「みらい物語をつくろう！」
　明野ヶ丘公園と幕別の未来をテーマに起承転結に分けた「みらい物語」を
作成してもらいました！
　結末の「結」で明野ヶ丘公園や幕別はどうなるのか！？お楽しみに！
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魔法使いの女の子が歩い
ているとどこからか「明
野ヶ丘公園を作れ」とい
う声がきこえ、公園作り
を始めることに！

女の子はピラ・リの機械
化や町の特産品を売るカ
フェを開きました。そん
なとき、埋まっていたじゃ
がいもを見つけます。

じゃがいもを見つけた女の子
はコロッケをつくりカフェで
販売すると一躍有名に！しか
し、まずいという理由で売れ
なくなってしまう…

どんな結末にな
るのか！？
次回の開催を
お楽しみに！

起 転 結承

INFORMATION

広報まくべつ  No.8279
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確定申告会場は、大変混雑します。

新型コロナウイルス感染症対策のために

も、申告会場に来場せず、 ご自宅等から
のe-Tax（電子申告）をお願いします！

「オンライン」を活用して感染防止 
パソコン・スマホで

申告書を作成 

作成した申告書は、
e-Taxで送信 
または印刷して郵送 

●詳しくは
こちらから

令和２年分の確定申告を予定されている方へ

帯広税務署

（0155-24-2161）

INFORMATION

「新中間処理施設整備基本構想」に関する説明会と
パブリックコメントの実施について

　新中間処理施設建設に関する住民説明会及びパブリックコメントを実施します。
　幕別町のごみを共同処理している十勝圏複合事務組合のごみ処理施設の更新に向け、整備の基本的な方向性を示す

「新中間処理施設整備基本構想」の策定にあたり、下記の日程で説明会を開催します。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前申込制としますので、参加を希望する方は十勝圏複合事務組合くり
りんセンターまで FAX かメールまたは電話（氏名、住所、連絡先、参加会場）で申込みください。
※説明会への参加は一人一会場とし、原則お住まい近くの地域の会場への参加とさせていただきます。また、当日は

マスクを必ず着用してください。なお、会場入口で検温を実施しますので、37.5℃以上の熱のある方は入場をご遠
慮いただきますことをご了承ください。

開催日 会場
参加上限

人数
時間 主な対象地域

12 月７日㊊ 足寄町民センター多目的ホール 150 名 午後７時～午後８時 30 分 足寄町・本別町・陸別町にお住まいの方

12 月 12 日㊏ 幕別町民会館２階講堂 75 名 午後７時～午後８時 30 分 幕別町・池田町にお住まいの方

12 月 13 日㊐ 上士幌町生涯学習センターわっか会議室 1・2A・2B 60 名 午後２時～午後３時 30 分 士幌町・上士幌町にお住まいの方

12 月 13 日㊐ 鹿追町民ホール　ホワイトホール 50 名 午後７時～午後８時 30 分 鹿追町・新得町にお住まいの方

12 月 15 日㊋ とかちプラザ大集会室 140 名 午後７時～午後８時 30 分 帯広市にお住まいの方

12 月 17 日㊍ える夢館はるにれホール 100 名 午後２時～午後３時 30 分 豊頃町・浦幌町にお住まいの方

12 月 18 日㊎ 広尾町コミュニティセンター２階大ホール 30 名 午後２時～午後３時 30 分 広尾町・大樹町にお住まいの方

12 月 19 日㊏ 芽室町中央公民館２階講堂 100 名 午後２時～午後３時 30 分 芽室町・清水町にお住まいの方

12 月 20 日㊐ 共栄コミュニティセンター大集会室 80 名 午後２時～午後３時 30 分 音更町にお住まの方

12 月 20 日㊐ 更別村福祉センター大ホール 108 名 午後７時～午後８時 30 分 中札内村・更別村・忠類地域にお住まいの方

【パブリックコメントについて】
▶資料の閲覧場所　　十勝圏複合事務組合※ホームページにも掲載（http://www.tokachiken.hokkaido.jp/effort/index.html）
　　　　　　　　　　役場防災環境課、札内支所、忠類総合支所、町ホームページ
▶募集期間　令和２年 12 月 7 日～令和３年１月 6 日
▶提出方法　任意の様式に住所、氏名、意見を記載し、電子メール、FAX、郵送でお寄せいただくか、直接持参してください。
▶提出先　十勝圏複合事務組合くりりんセンター管理棟（〒 080-2464 帯広市西 24 条北 4 丁目 1 番地 5）
　　　　　☎ 37-3550、FAX 37-4119、 iken@tokachiken.hokkaido.jp

※お住まい近くの会場の日程で参加できない場合、別の会場への参加も可能です。

ひとり親世帯臨時特別給付金について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育
てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世
帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。

◆対象者
次の①から③のいずれかに該当する方
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
※児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測

される方も対象となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当を受給している

方と同じ水準となっている方

◆給付額　１世帯５万円、第２子以降児童１人につき３万円加算

  １．基本給付    

  ２．追加給付 　 
◆対象者

基本給付の対象者の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した方
※生活保護を受給されている方は、収入が減少した場合、その分保護費が増加することになるため、追加給付

の支給対象にはなりません。

◆基本給付の対象者①に該当する方　　申請は不要です。
　対象者には北海道から令和２年８月 28 日㊎に支給済みです。
　※追加給付にも該当する場合、追加給付分については申請が必要となります。

◆給付額　１世帯５万円

 【申請方法および支給時期】 

◆基本給付の対象者②、③および追加給付に該当する方　　申請が必要です。
　申請者の世帯の状況等によって、必要な申請書および添付書類が異なりますので、申請前にこども課こども
支援係までご連絡ください。
　また、町ホームページでも申請書様式等を掲載しておりますので、そちらも合わせてご参照ください。
　申請書提出後、北海道から可能な限り速やかに支給される予定です。
申請期限は令和３年２月 26 日㊎までです。

 こども課こども支援係（☎ 54-6621）

パブリックコメントを
実施しています

●第３期幕別町生活排水処理基本計画（案）
　幕別町では、幕別町での生活排水対策を進めるための「第３期幕別町生活
排水基本計画」策定にあたり、幕別町のみなさんからご意見を募集します。

◆注意事項
　①障がいなどの理由により文書による提出が困難な場合以外は、電話や口頭による意見は受付できません。

②提出された意見は、内容を整理し、意見に対するまちの考え方を広報紙などで公表します。なお、提出時に記載
された個人情報については公表しません。また、意見に対する個別の回答は行いません。

◆資料の閲覧場所　・役場防災環境課　・札内支所　・忠類総合支所１階　・町ホームページ
◆意見の募集期間　令和２年 12 月１日㊋から令和３年１月４日㊊まで
◆意見を提出できる方　・幕別地域に在住または通勤、通方している方　・幕別地域に事務所または事業所を有する方
　　　　　　　　　　　・本事案に利害関係を有する方

・ 防災環境課地域環境係（〒 089-0692 幕別町本町 130 番地 1、☎ 54-6601、FAX 55-3008、
chiikikankyokakari@town.makubetsu.lg.jp）

◆意見の提出方法
　資料の閲覧場所に備え付けの「意見の提出書」に、住所、氏名などを記載の上、持参、郵送、FAX、電子メール
のいずれかで提出してください。
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STEP １
避難するとき、すぐに持ち出すべき必要最低限のものを備えて、
持ち出しやすいところへ置いておきましょう。

                        非常持出品         STEP １ STEP 2 STEP 3

非常持出品がそろったら、次いで準備！

とっさのときの

自宅や避難所で生活を送るために最低限必要なものを
備えましょう。備蓄品は、取り出しやすく、持ち運び
しやすいようにケースなどにまとめておくと良いです。

                          自宅に備蓄      安心ストック！
STEP １ STEP 2 STEP 3

「非常持出品」のなかで、いつも使っているバッグ
やポケットに入れられるものがある場合は、常に携
帯して身につけておきましょう。

いつも携帯しておこう         STEP １ STEP 2 STEP 3

防災グッズチェックリスト（例）
非常持出品 非常備蓄品 家族に合わせて

□貴重品
現金、通帳、印鑑、健康保険証、
免許証　など

□携帯ラジオ
□懐中電灯
□予備の電池
□携帯電話と充電器
□ヘルメット
□ホイッスル

□応急医薬品
持病薬、常備薬、
救急用品セット　など

□生活用品
衣類、手袋、ティッシュ、
タオル、雨具、生理用品　など

□非常食・水
アルファ米、パン、缶詰など
火を使わず食べられるもの

□食品
アルファ米やレトルト食品など

□水
飲料水は１人１日３ℓが目安
生活用水はお風呂の水を次に入
るまで取っておくと活用可能

□調理・暖房器具
カセットコンロ、
ポータブルストーブ　など

□生活用品
ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー、 毛 布、
ティッシュ、携帯トイレ、寝袋
など

□工具類

□乳幼児の必要品
紙おむつ、粉ミルク、離乳食、
洗浄綿、バスタオル　など

□妊婦の必要品
脱脂綿、さらし、洗浄綿、
母子手帳、ティッシュ　など

□要介護者の必要品
オムツ、ティッシュ、
補助具の予備、常備薬　など

※各家庭で備えるものは異なります。
家族で話し合って決めましょう。

1 年に２回は
点検・見直しを！

使い方を
確認しておこう！

自助・共助を
意識した備えを！

身近な日用品が
多機能グッズに！

幕別清陵高校　活動報告　VOL.2
ー SORYO　FES（双陵フェス）を開催しました！ー
　10 月８日・９日の 2 日間、江陵高校・幕別清陵高校合同の「SORYO FES（双陵フェス）」を開催しました。
　同じ校舎で学ぶ江陵高校は、今年度をもって閉校し長い歴史に幕を下ろします。その最後の大切な年にコロナ禍が
起こり、一緒に行うはずであった行事もすべて中止になっていました。

　“ 清陵高校を温かく迎えてくれ、一緒に学校生活を送ってくれた江陵高校の先輩たちと、
ささやかでもいいから思い出に残るイベントを行いたい！ ”

そんな願いを込めて、清陵高校生徒会が中心となり企画・運営したのが「SORYO　FES（双陵フェス）」です。

　今年度もさまざまな地域イベントに参加・協力させていただいて
います。
　札内スポーツクラブ「健康講座」（６月～）、子ども食堂「みんな
で食べようおうちごはん」（通年随時）、「幕別で探そう！地域のお宝」

（８月）、「まくまくサマー 2020」（９月）、「保育所サッカー教室」（９
月）、「お好み焼き大食い大会」（10 月）などたくさんのイベントが
ありました。各イベントを通じて生徒の成長にご協力いただいた地
域の皆様、本当にありがとうございました。今後ともご協力よろし
くお願いいたします。

ー地域イベントに参加・協力していますー

　「楽しむ」「交流する」ことを目的に、クラス・学年・学校の垣根
を越えた形でのイベントとなりました。
　１日目はサッカー、バレー、e スポーツ等、球技大会のようなイ
ベントを、２日目はバンド演奏やカラオケ等のステージ企画、ベン
チプレス等の力自慢企画、謎解きウォークラリー等のチャレンジ企
画を同時並行する文化祭のようなイベントを行いました。
　両日とも、複数会場に生徒を分散させることで密を防ぐとともに、
マスク、換気、手指消毒等を徹底して、新型コロナ感染予防に努め
ました。
　華やかな装飾を施された校舎内外で、思い思いに楽しむ両校生徒
たちの姿はとても印象的でした。今回のイベントが江陵高校最後の
卒業生となる先輩たちにとって、楽しい思い出の一つになってくれ
ていたら幸いです。

北海道幕別清陵高校（☎ 55-6500）
http://makubetsuseiryo.hokkaido-c.ed.jp ※随時更新中。「よくある質問」も公開しています。ぜひ、ご覧ください。

INFORMATION

　

防災環境課
防災危機管理係

（☎ 54-6601）

テーマ

まずは、最低限必要な非常持出品から
順にそろえよう！

防災グッズを備える

携帯電話／スマートフォンでＱＲコードを読み取るか、下記アドレスまで 空メールを送信し、
最新の防災情報を入手しましょう。

touroku.makubetsu-town@raiden.ktaiwork.jp

◆◇防災情報メール◇◆

▶飲料・食品の賞味期限が
切れる前に食べ、新しい
ものを買い足しましょう。

▶薬や電池などは、使用期
限を確認。

▶衣類は季節ごとに取り替
える。

備蓄品で、まだ使ったこと
がないものは、使い方を確
認しましょう。
▶ロープの結び方
▶携帯トイレ
▶簡易防寒具
▶救急衣料品

新聞紙、ポリ袋、大判ハ
ンカチ、レインコートな
どの身近な日用品の汎用
性・工夫・知恵を知って
おけば、いざというとき
大変役立ちます。

▶災害時は、助ける側、助
けられる側の両方の立場
になる可能性があります。

▶町内会などの共同備蓄
品があれば、保管場所
や 使 い 方 を 確 認 し ま
しょう。

◆配布対象
65歳以上のみの世帯（１人暮らしを含む）、障がいのある方、健康上に不安
のある方

◆申請・配布場所
　福祉課、札内支所、糠内出張所、ふれあいセンター福寿

 福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

　急病時や災害が起きたとき、本人や家族から詳しい情報が聞けない状況
でも救急隊員に医療情報等を伝え、迅速な救急医療活動に役立つ、「救急医
療情報キット」を対象の方に無料で配布しています。
　救急医療情報キットに緊急連絡先や持病の有無、かかりつけ医などの情
報を記入して自宅の冷蔵庫に保管しておき、もしもの場合に備えましょう。

非常備蓄品は

最低３日間

推奨 1 週間

救急医療情報を記載する用紙

救急医療情報を入れる
円筒型プラスチック容器

保管場所を示す冷蔵庫貼り
付け用マグネットシール

キットを設置していること
を示す玄関ドア用シール

救急医療情報
キットの内容

「救急医療情報キット」で緊急時に備えましょう
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幕別の野菜をおいしく食べる
「かんたん野菜レシピ」

12 月の旬
ほうれん草

まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿
　野菜の中でも栄養価は高く、カロテン、ビタミン、鉄を
豊富に含むため、貧血やがん予防、肌の老化を防ぐなど体
を元気にしてくれます。

油揚げが香ばしくておいしい！
ほうれん草と焼き油揚げの和えもの

　通年出回っているほうれん草ですが、夏よ
りも冬の方が栄養価は高まります。この時期、
幕別での栽培は少ないのですが、管内では「ち
ぢみほうれん草」を栽培している農家さんも
います。ハウス栽培から外の寒気にさらしス
トレスを与えることで、肉厚で色の濃い葉に
なり、甘さも栄養価もアップ！ぜひ、食べ比
べてみて下さい。

冬の 「ほうれん草」は栄養価が高い
作り方

①小揚げを切り、こげ目がつくまで炒める
　小揚げは、キッチンペーパーに包んで表面の油をとる。厚みを半分に切り、
短冊切りにする。フライパンに小揚げを入れて、弱めの中火で 4 ～ 5 分炒め、
こんがり焼き目がついたら取り出す。
②ほうれん草をゆでる　“ 沸騰した湯に 20 秒→すぐ冷やす “
　フライパンに多めの水を入れ強火で沸騰させ、ほうれん草を茎から加え 20 秒
加熱。取り出してすぐ冷水で冷やし、水気を絞り、3cm 長さに切る。

　ほうれん草は、3 ～ 4 束の少ない量を、グラグラ沸騰させた多めの湯で短時間
ゆでるとシャキッと仕上がります！

③すべて混ぜ合わせる
　ボウルに A を入れて混ぜた後、ほうれん草→小揚げの順番に混ぜ合わせる。

・ほうれん草　……　１束（180 ｇ）
・小揚げ　…………　１枚（20 ｇ）

A

材料（４人分）

・しょうゆ　…　小さじ 1 弱
・みりん……　 小さじ 1/2
・塩　………　  少々

1 人分
44

キロカロリー

野菜料理
0.7 皿分

調理時間
20 分

イ～ンカおじさん

 保健課健康推進係（☎ 54-3811）　
　 保健福祉課保健係（☎ ８-2910）

※ A を「めんつゆ」に代えてもおいしい

ほうれん草は、油を含む食品
と組合わせると、カロテンの
吸収もよくなり、独特のえぐ
みも気にならなくなるぞ。

ゆりんちゃん

…図書館とコラボ企画…
「野菜アップ展示」 開催中！

12 月の展示会場予定は、
保健福祉センターです（12/23 まで）

　１日の野菜量の目安や簡単レシピ等、
　野菜アップのヒントが満載です！　

　ぜひお越しください。　　

活 動 日 記
ナウマン公園を訪れたみなさんに取材して地域おこし協力隊

　ナウマン公園で、訪れたみなさんに何度か取材させていただきました。
　パークゴルフを楽しんでいた地域のみなさんからは、「今年はコロナウ
イルス感染症のために開場が遅くなったので、開場される日を楽しみにし
ていました。」という声をいくつもいただきました。ホテルアルコやキャ
ンプ場に宿泊してパークゴルフをされていたみなさんからは、「初めてや
りました、楽しいですね。」「いい運動になりました。素晴らしいコースで
すね。」という声をいただきました。
　また、キャンプ場を訪れていたみなさんからは、「自然があり、子ども
用の遊具もあり、いい環境ですね。」「少し高い所へ上がると、いい景色で
すね。」「道内の他の町から来ました。リピーターです。」「道外からです。
ここで数泊して、観光の拠点にさせてもらいます。」と様々な声をいただ
きました。
　このように、みなさんからいただいた内容はお褒めの言葉に近いものば
かりで、聞き取っている私まで嬉しくなることもありました。私は当初、
これらの施設が無料で開放されていることを知りませんでした。それを
知った時は、「こんな素晴らしい施設が無料で開放されている。なんと素
晴らしいことだ。」と思いました。
　定期的に芝刈り等の管理がなされ、常時環境の整った施設を、町内町外
の在住を問わずに提供されている町当局のご尽力には頭が下がる思いで
す。そして、このような取り組みをされている幕別町の町民であることに
誇りを感じます。
　そんな素晴らしい施設も今年度は 11 月３日をもって閉鎖されました。
子ども達の笑顔や歓声。混み合っていた公園やキャンプ場の賑わい。それ
らが無くなり、人影のない公園を目にする度に寂しい気持ちになってしま
います。そんな時には、「みなさん、来年お会いしましょう。また素敵な
話をお聞かせください。」とつぶやいています。

▲「パークゴルフを楽しむみなさん」

▲「所狭しとテントが立つキャンプ場」

著：小林 秋良（こばやし あきよし）
４月１日より地域おこし協力隊とし
て着任。愛知県出身。

INFORMATION

新型コロナウイルス感染症対策としてのごみの出し方

～感染の疑いがある場合に注意してほしいこと～
燃やすごみ 資源ごみ

　鼻水等が付着したマスクやティシュペーパーなどを
ごみに出す時には、「ごみに直接触れない」、「ごみ袋は
しっかりしばって封をする」、「ごみを捨てた後は手を
洗う」ことを心がけてください。

　プラスチックなどの表面についた新型コロナウイル
スは、３日後まで感染する力をもつと言われています。
感染予防のために、資源ごみは、ご家庭で１週間程度
保管してからお出しください。

資源ごみ：プラスチック製容器包装、紙製容器包装、缶類、びん類、ペッ
トボトル、紙パック類、雑誌・チラシ類、新聞紙、ダンボール

※新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがない場
合は、通常どおりお出しください。

防災環境課地域環境係（☎ 54-6601）忠類総合支所地域振興課住民生活係（☎ ８-2111）

　今年７月に札内スマイルパークに設置したナウマン象の復元模型へ町内の「く
まげらサークル（泉アキ子代表）」より手編みのマフラーが送られました。贈呈式
には札内青葉保育園の年中園児も参加し、ナウマン象の冬支度を行いました。 
　また、忠類ナウマン象記念館前の親子のナウマン象模型へは、地域の女性グ
ループ「五人会」（五十嵐豊子代表）より、マフラーとブランケットの贈呈があり
ました。当日は忠類中学校の1年生15名にも取り付け作業に協力していただき
ました。

ナウマン象模型へマフラーの贈呈

ナウマン象も冬支度

札内スマイルパーク 忠類ナウマン象記念館前

暖 か い 贈 り 物


