アシール・レーラ■■■新しい風■■■教育委員会だより

申込み・お問合せは博物館まで
行

事

企画展

ナキウサギ写真展
月例調査観察会

豊北植物調査会
うらほろスタイルゼミナール

ナキウサギふぁんくら
ぶの取り組み

日

℡５７６‐２００９／museum@urahoro.jp

時

６月５日（土）～
７月１１日（日）
１０時～１８時
６月５日（土）
９ 時 ～１２時

７月４日（ 日）
１４時 ～１５時

場

所

内容・申込みなど

定員・費用

博物館

一見するとウサギに見えない
ナキウサギ。その姿を写真で
ご紹介します。共催：ナキウ
サギふぁんくらぶ。

入場無料

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）

博物館

講師：市川利美（ナキウサギ
ふぁんくらぶ）ナキウサギの
生態やその保護活動について
紹介します。

定員８名
要申込み

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。

浦幌町立博物館

ＴＥＬ：５７６‐２００９【直通】 / ＦＡＸ：５７６‐２４５２
Ｅ ‐ ｍａｉ
ｌ: museum@urahoro.jp
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アシール・レーラ■■■新しい風■■■教育委員会だより

Book

●浦幌町立図書館
● TEL 576‐5833
●ホームページ

～図書館だより～

●Ｅメール

FAX 576‐5834
http://www.urahoro.jp

raporo21@poppy.ocn.ne.jp

[ 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）

Pick up BOOK〔注目の本〕

赤ちゃんタイム

『にぎわい図書館～声を出しちゃおう！』

一般書『非正規公務員のリアル

－欺瞞の会計年度任用職員制度－』
上林 陽治 著

日時：毎月第２土曜日
（お話し会と同日・今月は６月１２日です）

ハローワーク職員、図書館職員、

１０時～１３時

臨時教員…私たちの生活を支える

※手指の消毒・マスクの着用をお願い致します。

公務員は、その多くが非正規公務
員です。急速に非正規公務員の数

【赤ちゃんタイムとは？】

が全国的に増加し続けている中

赤ちゃんや小さいお子さん連れの親御さんに気兼

で、社会の在り方がどのように変

ねなく図書館をご利用いただけるように設けた時間

容している・してしまったのかが

です。どこでも自由に声を出して本を読んでも構いま

詳細に綴られています。

日本評論社

児童書『人は見た目！と言うけれど』
外川 浩子

「人生は見た目ではなく。人と
人とのつながりで決まる。」
筆者が講演等で伝えている言葉
です。
脱毛症、小耳症…見た目に何らか
の症状を持つ人に対し、偏見や差
別で生じる「見た目問題」が綴ら
れています。

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。

著

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。

お話し会
岩波ジュニア
新書

新刊本紹介

お話し室

６月１２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

〔一般書〕
●出会いは宝

【利用者の皆様へ】

※天気良好であれば屋外で行います。


久光

原

著

川村

裕子

著

ゆり

文・構成

〔児童書〕
●平安男子の元気な生活



〔絵本〕
●リトルマーメイド２



俵

蔵書点検による休館について
６月２１日（月）～ ２５日（金）まで、蔵書点検のため
休館致します。

巡回図書配本

本のご返却には、ブックポストをご利用ください。

６月１０日（木）上浦幌公民館 １１時３０分～１２時
６月１７日（木）厚内公民館
１０時～１１時
６月１７日（木）吉野公民館
１１時３０分～１２時
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

日

月

６/２０ ２１

火

水

木

金

土

２２

２３

２４

２５

２６

※■は休館日です。

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！
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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＞

６月２０日（日）スイミングプールＯＰＥＮ
お問合せ【指定管理者札内緑地・オカモト共同企業体】
総合スポーツセンター（ ５７６‐２５００）、スイミングプール（ ５７６‐３００２）
●利用期間：６月２０日（日）～９月１９日（日）
●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）

◆使用料（プールの券売機で購入のうえご利用ください）
回数券
区
分 １回券
１ヵ月券 シーズン券
（６枚綴）
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
町
外
小・中学生

無
２００円

１,０００円

料
２,０００円

３,０００円

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」～森林浴効果で、体も心もリフレッシュ～
●日

時：６月６日（日） ９ 時～

●場

所：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：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：ラジオ体操→平和塔周辺のウォーキング

●持ち物：運動のできる服装、ノルディック用ポール
（貸出ご希望の方は問合せ先まで）
●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

中央公民館講座

｢くりりんセンター見学ツアー｣

～ゴミの行方を探る旅～

昨年度から取り組んでいる「環境問題」を更に深く学ぶため、今回は外へとびだし！バスに乗ってくりりんセン
ターへ向かいます！
●日 時：６月２９日（火）【８時３０分中央公民館集合】（１２時３０分解散予定）
●見学先：くりりんセンター（帯広市）
●定 員：町内在住者 ２０名
●締切り：６月１８日（金）
●申込先：中央公民館（ ５７６‐２１２７）

子育て出前ミニ講座
きらきらママになる！

｢親子で元気」たいそう教室

｢さとう式リンパケア体験｣

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：６月２３日（水）１０時～１１時３０分
●場 所：中央公民館１階 第１・２・３研修室
●対 象：０才からのお子さんとご家族
●講 師：髙室倫子さん
●締切り：６月１６日（水）
●その他：託児は子育て支援センター職員が行います
●申込先：子育て支援センター（ ５７９‐７７０７）

●日 時：６月１２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）
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