
行　　事 日　時 場　所 内容・申込みなど 定員・費用

月例調査観察会

豊北植物調査会
６月１日（土）
１０時～１２時

豊北海岸

集合：９時博物館集合

帽子・長靴など野外を歩ける服

装でお越しください。

定員８名

要申込み

本の座談会
６月１２日（水）

１９時～２０時３０分
博物館

本に関する話題で気軽に話を

する座談会。お気軽にご参加く

ださい。

参加自由

レコードコンサート
６月１５日（土）
１５時～１７時

博物館
お家で眠っているレコードの

持ち込みも大歓迎です。
参加自由

申込み・お問合せは博物館まで　℡５７６‐２００９／museum@urahoro.jp

　  浦幌町立博物館　ＴＥＬ：５７６‐２００９【直通】  / ＦＡＸ：５７６‐２４５２
　  　　　　　　　　Ｅ‐ｍａｉｌ: museum@urahoro.jp

企画展　浦幌開町１２０年展
　　　　　　　　期　間：５月２０日（月）～６月１２日（水）１０時～１７時

　　　　　　　　場　所：浦幌町立博物館１階展示ホール（入場無料）

　　　　　　　主　催：浦幌町立博物館・浦幌町総務課
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社会教育・社会体育事業のお知らせ＜お問合せ ５７６‐２１２７ ５７６‐３３５２＞

トリムスクール6月よりスタート！
新しいトリムスクールは
トレーニングのほか軽スポーツも楽しめます

●日　時：６月１９日（水）
　　　　　１０時～１１時３０分（１時間３０分）
●場　所：総合スポーツセンターアリーナ、
　　　　　トレーニングルーム
●対　象：一般
●内　容：お好きなコースをお選びください

①トレーニングコース
　ウォーキングなど有酸素運動を中心とした
コースです

②軽スポーツ体験コース
　スポンジテニスやシンプルバレーなど軽ス
ポーツを行うコースです
●持ち物：運動のできる服装、運動靴、タオル
　　　　　など
●参加料：無料
●申込み：申込み不要です。開催日に直接会場
　　　　　へお越し下さい
●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

　
　

　トリムスクール参加者のうち、託児希望者は、
子育て支援センター（ ５７９‐７７０７）へ開催日の
前日までに、予めご連絡ください。
※託児付きの開催は、６月、７月、８月、１１月、
　１月、２月に行います。

教育委員会共催事業

「ラジオ体操とウォーキング会」 
●日　時：６月２日（日）１０時～１２時

●会　場：うらほろ森林公園（小雨決行）

　　　　　（集合：みのり館１階テラス）

●対　象：幼児（保護者同伴）～一般の方

●講　師：鞘野紳量さん

　　　　　（十勝ガイドサービス遊方屋代表）

●内　容：ラジオ体操→平和塔周辺のウォーキング

●持ち物：運動の出来る服装、ノルディック用ポール

　　　　　（貸出ご希望の方は、問合せ先まで）

●参加料：無料

●申込み：教育委員会社会体育係（中央公民館内）

　　　　（ ５７６‐２１２７）

６月２０日（木） スイミングプールＯＰＥＮ
■利用期間：６月２０日（木）～９月１９日（木）

■利用時間：１４時～２１時まで

※ただし、浦幌小学校の夏季休業期間中は、

　１０時開館となります。　

■休館日：月曜日（祝日の場合はその翌日）

■問合せ：【指定管理者札内緑地（株）】

　　　　　総合スポーツセンター（ ５７６‐２５００）

　　　　　スイミングプール（ ５７６‐３００２）

中央公民館講座 料理教室「黒糖まんじゅう＆カップケーキ作り」
●日　時：６月１９日（水）１８時～２０時　　　　　 ●場　所：中央公民館 １階調理室

●講　師：坂下禮子さん　　　　　　　　　　　●定　員：一般の方 １５名

●材料代：３００円（材料代）　　　　　　　　　　●持ち物：三角巾・エプロン・持ち帰り用の箱

●申込み：中央公民館（ ５７６‐２１２７）　※申込期間：６月３日（月）～１７日（月）の間

◆使用料（プールの券売機で購入のうえご利用ください）

区 分 １回券 回数券
（６枚綴） １ヵ月券 シーズン券

一 般 ２００円 １,０００円 ２,０００円 ３,０００円

高 校 生 ２００円 １,０００円 ２,０００円 ３,０００円

町 内
小・中学生 無　　　料

町 外
小・中学生 ２００円 １,０００円 ２,０００円 ３,０００円

※浦幌町高齢者などの公共施設利用証をお持ちの方は
　無料でご利用できます。

スイミングプールオープンイベント開催
●日　時：６月２０日（木）１６時～１７時

　　　　　（受付１５時３０分～）

●場　所：スイミングプール

●対　象：どなたでも参加できます。

●参加料：イベント参加者無料（１時間）

　　　　　（イベント参加時は保護者も無料）

●申込み：開催日に直接会場へお越し下さい

●問合せ：教育委員会社会体育係（中央公民館内）

　　　　　（ ５７６‐２１２７）

子ども連れも大歓迎！
託児付きで開催します
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　新刊本紹介

　〔一般書〕

●マジカルグランマ　　　　　　柚木　麻子　著

●小鳥ぽんぽん　　　　　　　　 t r i k o t o r i　著

●天皇陛下・美智子さま祈りの三十年

　　　　　　　　　　　　　　　　森　哲志　著

　〔児童書〕

●プログラミングって何？　　　　関　和之　著

●ダンボ　　　　　　　カリ・サザーランド　作

●小説映画ドラえもんのび太の宝島　

　　　　　　　　　　　藤子・Ｆ・不二雄　原作

　〔絵本〕　

●とんかちこぞうとねこざかな

　　　　　　　　　　わたなべゆういち　作・絵

●ぺんぎんのぴむとぽむ

　　　　　　　　　ディック・ブルーナ　文・絵

●げんこつやまのたぬきさん

　　　　　　　　　　　　長野　ヒデ子　作・絵

　お話し会　　　　　　　　お話し室
６月８日（土）１１時～１１時３０分

読む本：『せきとりしりとり』ほか

　巡回図書配本

６月６日（木）上浦幌公民館　１２時～１２時４０分

６月１３日（木）厚内公民館　　１０時２５分～１１時２５分

６月１３日（木）吉野公民館　　１２時～１２時４０分

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『思わず考えちゃう』　ヨシタケシンスケ　著

　大人も子どもも、それ以外
も、「考えすぎちゃう」すべて
の人に贈るヨシタケワールド
全開の１冊です。すでに、こ
れまでの著者の作品によって
考えさせられている読者も多
いのではないでしょうか。読
むと思わずクスッとしたり
ホッとしたりする楽しいエッ
セイとなっています。

蔵書点検による休館について
　６月１７日（月）～ ２１日（金）まで、 蔵書点検の

ため休館致します。

　本のご返却には、ブックポストをご利用くだ

さい。

日 月 火 水 木 金 土

６/１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

※■は休館日です。

図書館の本を公民館で

借りることができます。

リクエストもお受けしています。

（次回配本時にお持ちします）

ボランティア募集　読み聞かせや本の整理など図書館の仕事に興味のある方はぜひご連絡を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●浦幌町立図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● TEL 576‐5833　　FAX 576‐5834

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ホームページ　http://www.urahoro.jp

　　　　　～図書館だより～　　　　　　●Ｅメール　raporo21@poppy.ocn.ne.jp

Book
[ 休館日]　月曜日( 祝日の場合はその翌日)・祝日の翌日（土日祝日は開館）・年末年始資料整理日・特別整理日（年１回、10 日以内）

ボランティア募集のお知らせ
毎週水曜日１０時３０分～１２時

　新刊の受け入れ作業を手伝ってくれるボラン

ティアの方を募集しています。いち早く新刊本

をチェックできるチャンスです。

　気軽にご参加ください。

季節のえほん展示

「お父さんのえほん 展」
展示期間：５月２８日（火）～６月１６日（日）

　６月１６日（日）の父の日にちなみ、お父さんの

えほんを展示します。

新 潮 社

「ブックトークのおすすめ本
２０１６年～２０１９年 展」

展示期間：５月２５日（土）～６月２３日（日）

　２０１６年４月から２０１９年３月にかけてブック

トークで紹介した本を展示します。
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浦幌町小中一貫コミュニティ・スクール５年目がスタート
■ 　浦幌町では平成２７年４月１日から町内全小中学校をコミュニティ・スクールに指定し、一定の権限と

責任を有する「学校運営協議会」を設置して、学校・家庭・地域が相互に連携・協働し、目標やビジョ
ンを共有して「地域とともにある学校」づくりを展開してきました。義務教育９年間を見通した児童生
徒の「学び」と「育ち」の連続性を重視した教育課程の編成・実施、合同研修会、ジョイント教室や乗
り入れ授業の実践などコミュ
ニティ・スクールを基盤とし
た小中一貫教育を更に推進し
ます。

■ 　「浦幌学園」と「上浦幌学
園」を設置し、推進体制とし
て、学校運営協議会委員から
なる「各学園小中一貫ＣＳ委
員会」を組織し、学園や学校
の基本方針（教育目標や経営
方針、教育課程の編成など）
の承認、学園や学校の支援活
動の企画・調整、学園・学校評価の実施、地域住民への活動状況の公開及び情報発信に努めています。

　 　部会としては、学校教育支援部が主に児童生徒の学習サポート、家庭教育支援部が主に児童生徒の健
全育成サポート、地域教育支援部が主に児童生徒のキャリアを育むサポートを担います。

　 　また、「浦幌町小中一貫ＣＳ委員会」は、町全体の小中一貫ＣＳに関することや浦幌町教育の日に関
することを担います。

　 　更には、教職員からなる「各学園小中一貫ＣＳ推進協議会」を組織し、学習指導部会が学校教育支援
部と連携し児童生徒の学習サポート、生徒指導部会が家庭教育支援部と連携し児童生徒の健全育成サ
ポート、うらスタ部会が地域教育支援部と連携し児童生徒のキャリアを育むサポートを担います。

小中一貫

【ＮＯ .７６】

コミュニティスクール

※４月１０日（水）付けで新たに小中学校４校３２名の学校運営協議会委員を委嘱しました。（敬称略）

浦幌学園（浦幌小・浦幌中） 上浦幌学園（上浦幌中央小・上浦幌中）

◎会　長
○副会長

◎橋本友子
○元木一彦　○茅野秀人　○山岸嘉平

◎江ノ上秀行　　( 顧問 ) 石山昌弘
○松田泰一　○山内竜太　○鈴木信男

【学校教育支援部】
◎部長、○副部長
　部員

◎元木一彦　○米澤淑恵
　橋本友子、古川肇子、池田　哲

◎松田泰一　○部田祐司
　吉田　誠、佐藤めぐみ、都鳥秀史

【家庭教育支援部】
◎部長、○副部長
　部員

◎茅野秀人　○下川原 聡
　水澤賢一、亀山　昇、小山内 路子、
　円子　智

◎山内竜太　○廣川健二
　角田卓也、平田木春、香川祐輔、
　江ノ上秀行

【地域教育支援部】
◎部長、○副部長
　部員

◎山岸嘉平　○近江正隆
　佐藤芳雄、小山孝行、横山利幸

◎鈴木信男　○石山昌弘
　上出哲也、久保拓也、白井将之
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