
行　　事 日　時 場　所 内容・申込みなど 定員・費用

本の座談会
８月１日（木）
１９時～２０時

博物館

今月のテーマは「コワイ本」。

怖い本、恐い本、強い本など、

コワイ本持参でご参加を。

参加自由

月例調査観察会

豊北植物調査会
８月３日（土）
９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

企画展関連講座

攪乱跡地の
海岸草原の植生観察会

８月１１日（日）
１３時３０分～１６時

博物館

・野外

集合：１３時３０分博物館集合

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

レコードコンサート ８月はお休みします

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　浦幌に生きる植物はいま
　　　　　　　　期　間：期間：７月２７日（土）　～ ９月２９日（日）　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
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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＞

子どもの安全安心見守り活動に協力を！

■児童・生徒の登下校中に散歩を・・・

「おはよう」、「こんにちは」などの声かけから見守

り活動にご協力下さい。

主催：浦幌町地域学校協働本部

子育て出前ミニ講座

｢ 書道教室 ｣
●日　時：８月１７日（土）１０時～１１時３０分

●場　所：中央公民館 １階町民集会室

●対　象：０歳からのお子さんとお母さん

●講　師：久保田敏裕さん

●持ち物：習字セット（持っている方のみ）

●参加料：無料

●申込み：子育て支援センター（ ５７９‐７０７７）

トリムスクール開催中！
●日　時：８月２１日（水）１０時～１１時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

●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

子ども連れも大歓迎！託児付きで開催します。

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（ ５７９‐７０７７）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、８月、１１月、１月、２月に

　行います。

ノルディックウォーキング愛好会主催事業

「ラジオ体操とウォーキング会」
●日　時：８月４日 ( 日 ) ９時～１１時

●場　所：森林公園　※悪天時は中止します

　　　　　（集合～ふるさとのみのり館駐車場）

●内　容：森林公園周辺を散策します。

●持ち物：運動のできる服装、ノルディック用ポール

●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

教育委員会・指定管理者札内緑地㈱連携事業～水中運動教室～
　泳げない方でも大歓迎！水の特性を活かした水中運動で健康増進とダイエットしましょう！

●日　時：７月３日～９月１８日（毎週水曜日）１５時３０分～１６時３０分（８月１４日（水）を除く）

●場　所：スイミングプール　　　　　　　　　　　　　　●対象：幼児（保護者同伴）～一般の方

●持ち物：水着、キャップ、ゴーグル、バスタオルなど　　●参加料：無料

●申込先：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７、 ５７６‐３３５２）

中央公民館事業 料理教室
学んでみよう　「ふわふわオムライス」と
「パプリカ入りサウザンドレッシング」
●日　時：８月２１日( 水) １８時～２０時

●場　所：中央公民館 １階調理室

●講　師：元うらほろ亭 店長 佐藤貢さん

●定　員：一般の方１２名

●材料代：５００円

●持ち物：三角巾、エプロン

●申込み：中央公民館（ ５７６‐２１２７）

※ 申込期間：８月１日（木）～１６日（金）の間

でお申込みください

町民文芸「樹炎」の歴史を読（詠）む
１９７８年創刊号発行から本年第３４号発行

■日　時：８月２９日（木）１９時～２０時

■会　場：中央公民館　１階町民集会室

■対　象：一般の方

■内　容： 創刊号から４０年以上を経過し、改

め て 樹 炎 編 集 委 員 と 共 に、映 像 を

通しながら歴史を振返ります。

■申込み：直接会場にお越し下さい。

「親子で元気」体操教室
マット運動、跳び箱・トランポリンなどを使い、

親子で楽しい時間を過ごします。

●日　時：８月３日（土）１０時～１１時

●場　所：総合スポーツセンター

●対　象：幼児と保護者　●参加料：無　料

●講　師：村田浩一郎さん( 帯広畜産大学准教授)

●申込み：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

親子ふれあい公演 第１公演「人形劇」
●日　時：８月２２日( 木) １０時～１１時

●会　場：中央公民館・１階町民集会室

●対　象： 子育て支援センター利用者・町民の

方

●公　演：人形劇サークル「ブーフーウー」

●申込み：直接会場にお越しください。
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　新刊本紹介

　〔一般書〕

●笑え、シャイロック 中山　七里　著

●キャバレー ビートたけし　著

　〔児童書〕

●自由への道 池田　まき子　文

●ウォーリアーズ４－５ エリン・ハンター 作

　〔絵本〕　

●そうめんソータロー 岡田　よしたか　作

●なっちゃんのなつ 伊藤　比呂美　文

 片山　健　絵

　お話し会　　　　　　　　お話し室

※８月のお話し会はお休みです。

　巡回図書配本

８月２２日（木）上浦幌公民館　１２時～１２時４０分

８月２２日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

８月２９日（木）吉野公民館　　１２時２０分～１３時２０分

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『鎌倉・大船の老舗薬局が教える
　　　　　　こころ漢方』

　　　　　　　　杉本格朗　著

　「気」が不足した状態や滞った状態
を整える時に、漢方を飲むと良いそう
です。
　この本では、考え込みやすい時など
の何か不調が出てから飲む漢方だけで
はなく、打ち合わせをする前などの何
かをする前に飲んでおくと良い漢方も
紹介されています。

★十勝東部４町図書館交流連携事業★
「４de ビンゴ ２０１９

～図書館　夏の陣～」
開催期間：７月２０日（土）～８月１８日（日）

　池田町・浦幌町・豊頃町・幕別町の図書館で、

合同イベントを行います！

　詳しくは、チラシ・ポスターをご覧下さい。

「図書館たなばたまつり」
日時：８月７日（水）１０時～１８時

☆たなばた絵本の展示

☆星のモチーフや浴衣・甚平を着てきた人に

　おたのしみプレゼント　ほか

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。

山と渓谷社

図書館講座

「ステップアップ読書感想文」
ステップ①「読書感想文におすすめの本展」

ステップ②「読書感想文書き方シート配布」

　期間：７月１８日（木）～８月１８日（日）

　場所：浦幌町立図書館

ステップ③「読書感想文を仕上げよう」

　日時：８月１０日（土）１０時～１７時

　場所：浦幌町立図書館　カウンター横

　申込：８月９日（金）までに要予約

図書館講習会

「手作り織り機で作るおりもの」
日　時：８月７日（水）１３時３０分～１５時３０分

場　所：教育文化センター １階ロビー

先　生：浦幌布絵本の会　持ち物：なし

定　員：小学生～大人　１０名（先着順）

参加費：３００円

申　込：８月６日（火）まで
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「スマホ・ゲーム機使用のルール」の取組について
■宣　言：平成２８年１１月５日　教育の日実践交流会（スマホ・ゲーム機使用のルール宣言）

１．スマホ・ゲーム機の使用時刻は、小学生は午後８時まで、

　　中学生は午後９時までとします。

２．スマホ・ゲーム機は家族の目が届く居間で使用します。

３．家族や友達と話をしている時は、スマホ・ゲーム機を使

　　用しません。

４．地域では、スマホ・ゲーム機の使用時間や場所への働き

　　かけをするとともに、公共施設等での使用マナーに対す

　　る声かけを行います。

５．読書・家庭学習・親子の会話などの時間を作ります。

　　　　　　　　　　↓

○６月１５日（土）第１回浦幌町教育の日実践交流会

　（取組実践報告、講演会　講師　木幡敬史　氏）

　　　　　　　　　　↓

■今後の取組：令和元年６月～

・ 特に上記ルール宣言の５点目「読書・家庭学習・親子の会

話などの時間を作ります。」を重点的に取り組みます。

・ スマホ・ゲーム機使用のルールを守って確保できた時間をどのように有効に活用していくのか、子ども

達と話し合い実践していきます。

　～例えば～

　（家　庭）読書、家読、家庭学習、親子の対話、体力づくり、手伝い、体験・野外活動、自由研究など

　　　　　 主体的な取組、他

　（学　校）家庭学習を生かした授業の展開、主体的・対話的で深い学びのある授業への改善、他

　（地　域）早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）運動、安全安心見守り活動、体験・

　　　　　 集団活動、ラジオ体操、少年団活動、部活動、他

○第２回浦幌町教育の日実践交流会

◇開催予告　　※詳しい内容についは、改めてお知らせいたします。

　（期　日）　１１月２日（土）９時～１１時５５分

　（場　所）　中央公民館　町民集会室

　（テーマ）　「読書の推進と学力及び体力の向上」

　（内　容）　第一部：学園の実践発表「学園の特色ある小中一貫ＣＳの取組について」

　　　　　　　　　　　　幼稚園の「読書の推進」実践紹介～「読み聞かせ等の読書活動について」

　　　　　　　　　　　　地域学校協働活動報告～「家庭教育サポート企業の取組について」

　　　　　　第二部：北海道帯広三条高等学校吹奏楽部演奏会

　　　　　　　　　　各学校の「早寝・早起き・朝ごはん（あいさつ・ノーテレビデー）」運動の取組状

　　　　　　　　　　況を掲示

小中一貫

【ＮＯ .７８】

コミュニティスクール
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