
行　　事 日　時 場　所 内容・費用など 定員・申込み

企画展

信仰の灯は永遠に
ルーテル池田教会と
吉田康登牧師の足跡

１１月２３日（土・祝）
～１月１９日（日）
１０時～１７時

博物館

九州で生まれ浦幌へ戦後開拓
に入った吉田康登牧師と、彼が
築き、この夏に歴史を終えた池
田教会の足跡を振り返ります。
共催：日本福音ルーテル帯広教会

入場無料

企画展

吉田牧師の植物標本

１１月３０日（土）
～１月１９日（日）
１０時～１７時

博物館

吉田牧師は植物採集家で、２００
点あまりの標本が博物館に
残っています。自然史の観点か
ら吉田牧師を紹介します。

入場無料

冬休みこども博物館

アイヌ文化であそぼう！
１月９日（木）
１０時～１２時

博物館
講師：長谷仁美氏（帯広百年記念
館学芸調査員）
アイヌの遊びを体験しよう。

参加自由

企画展関連講座

自然史研究からみた
吉田牧師

１月１１日（土）
１４時～１５時

博物館

吉田コレクションの特徴や、標
本と教会資料を比べることで
見えてくることなどをご紹介
します。

参加自由

企画展

孔版画年賀状展

１月２２日（水）～
２月５日（水）
１０時～１７時

博物館

※初日は午後から開催。最終日
は午前中で終了。
主催：浦幌孔版画サークル
共催：浦幌文化協会

入場無料

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
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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＞

浦幌町アイスアリーナを
一般開放中！

●開放日：１月１５日（水）、２９日（水）

　　　　　２月５日（水）、１９日（水）

　　　　　３月４日（水）　　※１５時～１６時４５分

●利用料：無料

●持ち物：スケート靴、帽子、手袋

●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

子育て出前ミニ講座

「親子で一緒に♪ 音楽あそび」
●日　時：１月２５日( 土)１０時～１１時３０分
●場　所：中央公民館
●対　象：０歳からのお子さんとご家族
●内　容：�音楽や音に合わせて、親子で一緒に体

を動かして楽しく遊びます！
●講　師：お話しぴあのの会
　　　　　（会長�西田祐子さん）
●持ち物：特にありません
　　　　　（動きやすい服装でお越しください）
●申込み：子育て支援センター( ５７９‐７７０７)

令和２年浦幌町成人式のお知らせ
　成人式を次の日程により挙行します。

●日　時：１月１２日（日）１４時より（１３時受付開始）

●会　場：浦幌町中央公民館・町民集会室

●日　程：１３時００分～１４時００分・・・受付

　　　　　１４時００分～１４時３０分・・・式典

　　　　　１４時３０分～１４時４５分・・・情報提供

　　　　　１４時４５分～１５時２５分・・・アトラクション

　　　　　１５時２５分～１５時４５分・・・記念写真撮影

　　　　　１５時４５分～１６時１５分・・・懇談会

※地元食材を使用したケーキやお飲み物などを新成人の皆様にご提供します。

※�式典の前に、茶道表千家乙女会の皆様より、一服新成人の皆様にご用意しています。時間は１３時から１４時

です。

（ ５７６‐２１２７（中央公民館））

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：１月１１日（土）１０時～正午
●場　所：ふるさとのみのり館南側駐車場
　　　（平和塔を上り、浦幌神社を参拝します）
●対　象：どなたでも参加できます
●内　容：�ラジオ体操→ノルディックウォーキ

ング
●持ち物：�運動できる服装、ノルディック用ポー

ル
　　　　（貸出ご希望の方は下記問合せ先まで）
●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

トリムスクール開催中！
●日　時：１月２９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（ ５７９‐７７０７）へ開催日の

前日までに、予めご連絡ください

中央公民館事業　防災教育

「私のまちの防災教育」第２弾
●日　時：１月２３日（木）１３時３０分～１５時

●場　所：中央公民館　２階第１・２研修室

●講　師：帯広測候所職員

●内　容：テーマ「浦幌町の自然と災害」

　　　・帯広測候所の仕事

　　　・浦幌町の地形

　　　・四季の変化

　　　・天気図を詠む（自宅のテレビなどから）

　　　・アメダスの見学（中央公民館近隣）

●直接、中央公民館にお越しください。

●悪天候などにより中止させていただく場合が

　ありますので、ご了承願います。

●問合せ：教育委員会社会教育係（ ５７６‐２１２７）
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　新刊本紹介

　〔一般書〕

●希望という名のアナログ日記　　角田　光代　著

●独裁者はこんな本を書いていた　上・下

　　　　　　　　　　　　ダニエル・カルダー　著

　〔児童書〕

●今、空に翼広げて　　　　　　　山本　悦子　著

●いじめ　心の中がのぞけたら⑦　本山　理咲　著

　〔絵本〕

●ねこのずかん　　　　　　　　　大森　裕子　作

●おしょうがつバス　　　藤本　ともひこ　作・絵

　お話し会　　　　　　　　お話し室

　※１月のおはなし会はお休みです。

　巡回図書配本

１月１６日（木）上浦幌公民館　１２時～１２時４０分

１月１６日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

１月２３日（木）吉野公民館　　１２時２０分～１３時２０分

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『日本人のための第一次世界大戦史』
　　　　　　　　板谷敏彦　著

　日本人にはなじみが薄いけれど

も、現代の世界情勢だけでなく日本

にとっても歴史の転換のきっかけに

なっている第一次世界大戦。

　その一連の出来事を、産業や技術、

経済などの視点からわかりやすく解

説しています。

　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）
　また、図書館で借りた本を公民館に返すこと
もできます

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

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。

毎日新聞出版

[ 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）

　除籍資料無料配布　　　　１階ロビー

　１１月１日（金）より、図書館ロビーにおいて、図

書・ＬＤ・カセットテープなどの除籍資料の無料配

布を行っていますので、ご自由にお持ちください。

　配布する除籍資料のリストを、ＨＰ及び図書館ロ

ビーに掲示しています。

年末年始休館日のお知らせ
１２月２３日（月）…休館日

１２月２７日（金）…月末資料整理日

１２月３０日（月）～１月６日（月）…年末年始休み

１月７日（火）より通常通り開館します

年末年始休館日カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１ １/ １ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

※■は休館日です

『新成人に贈る大人の読書展』
展示期間：1月１２日（日）～ 1月２６日（日）

　大人として生きていく上で参考になる本、大

人になった今だからこそ楽しめる本、浦幌町ゆ

かりの作家の本を展示します。

　展示本の一部は成人式会場でも紹介させてい

ただきます。
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　１０月１８日（金）、浦幌町小中一貫ＣＳ委員会１５名が、昨年４月に開校した義務教育学校白糠町立

庶路学園を訪問見学しました。

　太平洋を一望できる高台にこども園と小学校、中学校が一体となった木を基調とした開放的な

校舎を案内していただきました。

　その後、川島眞澄教育長、福原克洋校長、

笹川義孝副校長から熱意溢れるご説明をいた

だき、新しい教育の在り方について多くの示

唆をいただきました。

　義務教育９年間を「４・３・２制」の学び

の区分に分けた小中一貫教育では、教科担任

制や習熟度別指導、チーム・ティーチングな

どきめ細かな指導が行われていました。

　長期的見通しを持った壮大な義務教育学校

の建設構想やそれを支える財政措置、地域総

ぐるみのまちづくりなど、白糠町の先進的な

取組に感心いたしました。

　なお、コミュニティ・スクール（学校運営

協議会）の活動は、次の通りです。

・地域連携部会　

地域体験、環境整備、地域行事への参加など

・安全・安心部会

避難訓練、防災教室、交通安全活動、祭典巡

視など

・学び支援部会

学習サポート、町Ｐの活動、ゲストティーチ

ャーの活用など

　開校２年目の学園経営は、初めて取り組む

義務教育学校の仕組みづくりや教育課程の編

成に重点を置いていました。地域コーディネー

ターの活用や熟議の展開など、今後コミュニ

ティ・スクールの取組がいっそう充実してい

くことにご期待申し上げます。

小中一貫

【ＮＯ .８３】

コミュニティスクール

川島教育長、福原校長から学んだ視察団
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令和元年度浦幌町文化賞・スポーツ賞等表彰者の推薦について

　本町では例年「浦幌町文化賞条例」「浦幌町スポーツ賞規則」などに基づき、文化並びにスポーツの向

上に特に功績のあった方々を顕彰しています。

　つきましては、次の要件をご確認の上、該当がある場合には教育委員会社会教育係までご推薦下さるよ

うお願いします。

報告期限：令和２年１月２４日（金）

推薦基準：以下「表彰の対象及び基準」のとおり

１．【文化賞・文化奨励賞】表彰の対象及び基準
●表彰対象
教育、芸術、科学の発展に貢献した個人及び団体
●表彰基準
（１）個人にあっては浦幌町に５年以上居住し生活の根拠を有するもの、又はかつて浦幌町に居住したこと
� のある者
（２）団体にあっては、浦幌町に５年以上主たる事務所を有しているもの

　※文化奨励賞～文化関係の各種大会などはスポーツ賞の表彰基準を準用する。

２．【スポーツ賞】等表彰の対象及び基準
●「スポーツ賞」等表彰対象　

（１）浦幌町に在住している者及び過去浦幌町に在住していた者並びに浦幌町に組織する団体とする

（２）スポーツ競技の成績・記録による受賞対象年度は１ヶ年とする

（３）日本・北海道・十勝の体育協会に加盟する協会（連盟）が主催・主管する全ての公認競技大会を表彰

� の対象とする

（４）官公署が主催又は共催・後援する全国・全道・全十勝大会及び全国・全道・全十勝規模で公に組織さ

� れた団体が主催する大会は表彰の対象とする

（５）企業体・各市町村・市町村体育団体等の規模で独自に主催・主管する大会は全国・全道・全十勝と名

� 称されても表彰の対象外とする
●「スポーツ賞」表彰基準　

（１）体育、スポーツ団体に１５年以上所属し、地域社会又はスポーツの普及発展に特に貢献のあった個人

（２）スポーツの普及発展に特に顕著な功績があり、主たる事務所を浦幌町内に１０年以上有している団体

（３）その他前各号に掲げる以外で特に功績顕著と認められる個人又は団体
●「スポーツ奨励賞」表彰基準　

（１）体育、スポーツ団体に１０年以上所属し、地域社会又はスポーツの普及発展に特に貢献のあった個人

（２）スポーツの普及発展に特に顕著な功績があり、主たる事務所を浦幌町内に５年以上有している団体

（３）その他前各号に掲げる以外で特に功績顕著と認められる個人又は団体
●「スポーツ最優秀選手賞」表彰基準　

（１）全道規模の大会で優勝した個人又は団体

（２）全国規模以上の大会で上位入賞（３位以内）した個人又は団体

（３）北海道選抜チームの選手として全国大会において優勝した者

（４）その他前各号に掲げる以外で功績顕著と認められる個人又は団体
●「スポーツ優秀選手賞」表彰基準　

（１）全十勝大会において優勝又は全十勝大会を経て全道大会において上位入賞（３位以内）した個人又は

� 団体

（２）予選大会がない全道大会において優勝若しくは準優勝した個人又は団体

（３）全十勝大会・全道大会で上位入賞ではないがこれを経て、全国大会において入賞（８位以内）した個

� 人及び団体

（４）北海道選抜チームの選手として全国大会において入賞（８位以内）した者

（５）日本の代表として世界規模の大会に出場した個人又は団体

（６）その他前各号に掲げる以外で功績顕著と認められる個人又は団体
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