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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

行　　事 日　時 場　所 内容・申込みなど 定員・費用

企画展

アイヌ伝統文化作品展

４月２２日（木）～

５月２３日（日）

１０時～１８時

博物館

共催：ラポロアイヌネイション

アイヌの伝統文化を受け継い

で製作した作品の展覧会。

入場無料

月例調査観察会

豊北植物調査会
５月１日（土）

９時～１２時
豊　北

集合：９時博物館集合

※ワゴン車同乗の方は事前申

込みが必要です（自家用車の

方は申込み不要）

定員８名

要申込み

移動博物館

春の森林公園をあるく
５月４日（火・祝）

９時～１２時
森林公園

集合：９時森林公園（みのり

館前の駐車場）集合
参加自由

移動博物館

青い鳥観察会
５月９日（日）

７時～９時
森林公園

講師：トリおばさん

集合：７時森林公園（みのり

館前の駐車場）集合

参加自由

国際博物館の日記念講座

写真・映像に見る１９５０年代
釧路地域のアイヌの踊り

５月１６日（日）

１３時３０分～１５時
博物館

講師：城石梨奈（釧路市立博

物館学芸員）残された写真か

ら、釧路地方のアイヌ文化を

振り返ります。

入場無料

　新型コロナウイルスに関する国内情勢の変化によっては、上記の企画展・行事についても、中止や日程変
更が行われる可能性があります。お手数ですが、お出かけになる前に、博物館へ電話でご確認ください。
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　巡回図書配本

５月１３日（木）上浦幌公民館　１１時３０分～１２時

５月２０日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

５月２７日（木）吉野公民館　　１１時３０分～１２時

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『コロナの時代の歴史学』
中澤達哉・三枝暁子　監修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●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

BookBook
[ 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）

績文堂出版

赤ちゃんタイム

『にぎわい図書館～声を出しちゃおう！』

日時：毎月第２土曜日

　　　（お話し会と同日・今月は５月８日です）

　　　１０時～１３時

※手指の消毒・マスクの着用をお願い致します。

【赤ちゃんタイムとは？】

　赤ちゃんや小さいお子さん連れの親御さんに気兼

ねなく図書館をご利用いただけるように設けた時間

です。どこでも自由に声を出して本を読んでも構い

ません。ぜひ図書館で楽しい時間をお過ごし下さい。

※走るのは危ないのでご遠慮ください。

【利用者の皆様へ】

　読み聞かせの声やお子様の泣き声が館内に響くこ

とがありますが、ご理解とご協力をお願いいたしま

す。

　コロナ禍の世界からみる国家と

国民の関係の変容、コロナ禍の時

代において歴史研究でいま何がで

きるのか。

　新型コロナウイルスの流行に

よって浮き彫りにされた現代社会

の諸問題に対し、様々な歴史家が、

歴史学の視点から論じています。

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）

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！

　大人のためのお話し会　　１階ロビー

　５月１１日（火）　１０時３０分～１１時１０分

　内容：絵本『ネコヅメのよる』　ほか

　　　　本の楽しさに触れながら、

　　　　　　　　　　心も体もほぐしませんか。

　お話し会　　　　　　　　　お話し室

　５月８日（土）　１１時～１１時３０分

　協力：読み聞かせボランティア

　　　　「ぐりとぐら」の会

　絵本や紙芝居の楽しい読み聞かせです。

　お気軽にご参加ください。

ゴールデンウィークの
休館日のお知らせ

４月２８日（水）：月末資料整理日

４月２９日（木）：開館

４月３０日（金）：休館日

５月１日（土）～５月５日（水）：開館

５月６日（木）：休館日

５月７日（金）以降：通常通りの開館

ゴールデンウィーク休館日カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

４/２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ５/１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

※■は休館日です。
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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＞

〇特集テーマ　「躍」
　「躍」一字の意味は新明解国語辞典によれば「ぴょんととびはね

ること」となっています

　こんな時だからこそ思いきり飛び上がって躍進した方々の作品

がこの１冊に詰まっています。きっと次のステップに飛躍できる

何かが見つかることでしょう。

〇令和最初の【座談会】
「ＧＯ‐ＴＯうらほろ　起業戦士の想い」
　浦幌に移り住み、浦幌で起業した４名と編集委員による熱き座

談会を収録！！

　起業に至るまでの経緯や普段の仕事、今後に向けた活動など“起

業戦士”の想いをお届けします！

価格：５００円　※町内各公民館・図書館にて取り扱いしています。

編集：町民文芸「樹炎」編集委員会／発行：浦幌町教育委員会

町民文芸「樹炎」第町民文芸「樹炎」第３５３５号　発行しました号　発行しました！！

子育て出前ミニ講座
♬おやこでいっしょにリフレッシュ♬
｢ベビーリンパケア体験｣

●日　時：５月２９日（土）1０時～１１時３０分

●場　所：中央公民館

●対　象：０才からのお子さんとご家族

●講　師：髙室倫子さん

●参加料：無料

●申込先：子育て支援センター（ ５７９‐７７０７）

●締切り：５月２６日（水）

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：５月８日（土）９時～

●場　所：教育文化センター駐車場集合

●対　象：どなたでも参加できます。

　　　　　親子での参加もお待ちしています！

●内　容：直別林道を散策し、季節の野花を観察し

　　　　　ます。

●持ち物：運動のできる服装

●参加料：無料

●申込先：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

中央公民館講座
いまさら聞けない…

｢ふるさと納税ってなに？？｣
　浦幌で行われている「ふるさとづくり寄附制度」や記念
品贈呈までの仕組みを学び、地域の魅力を再確認します！

●日　時：５月２０日（木）１３時３０分～１５時

●場　所：中央公民館

●講　師：まちづくり政策課職員

　　　　　一般社団法人　十勝うらほろ樂舎

●定　員：町内にお住いの方２０名

●申込先：中央公民館（ ５７６‐２１２７）

｢親子で元気」たいそう教室
遊びの中から身に付ける

将来に向けた基礎的運動スキル

●日　時：５月２２日（土）１０時～１１時

●場　所：総合スポーツセンター１階アリーナ

●対　象：幼児と保護者

●講　師：原口康紀さん

●持ち物：運動のできる服装、運動靴、水、タオル

●参加料：無料

●申込先：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）


