
　アシール・レーラ■■■新しい風■■■教育委員会だより

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

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

開館２０年記念博物館講座

浦幌町立博物館の
未来を考える

１２月８日（日）
１４時３０分～

１７時
博物館

講師：田野美妃氏
　　 （本別町歴史民俗資料館長）
　　 持田誠学芸員

参加自由

開館２０年記念博物館講座

浦幌町立図書館の
未来を考える

１２月８日（日）
１８時３０分～

２０時
博物館

講師：吉田真弓氏
　　 （帯広大谷短期大学副学長）

参加自由

クリスマス
讃美歌コンサート

１２月２１日（土）
１６時～１８時

博物館

日頃あまり耳にする機会の少
ない讃美歌の合唱コンサート
です。
出演：おはなしピアノの会

参加自由

展示解説

ルーテル池田教会と
吉田康登牧師

１２月２９日（日）
１０時～１７時

博物館

講師：持田誠学芸員
年内最終開館日のこの日は、開
館中、企画展の展示解説を随時
実施します。

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
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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＞

町民スケートリンクオープン
●利用場所：町民スケートリンク

　　　　　　( 浦幌中学校グラウンド )

●利用期間：１２月中旬～２月中旬 ( 予定 )

●利用時間：９時～１６時

＜注意事項＞

①帽子・手袋は必ず着用してください

②赤旗が立っている時は使用できません

③リンクは左回りに滑ってください

④リンク内外にゴミを散らかさないでください

⑤管理人はいませんので、怪我などには十分注意して

　ください

浦幌町アイスアリーナの一般開放を実施します！
●開放日：１２月１８日 (水)、令和２年１月１５日 (水)、２９日 (水)、２月５日 (水)、１９日 (水)、３月４日 (水)

●時　間：１５時～１６時４５分 ●使用料：教育委員会主催事業のため無料

●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

「骨盤引き締め体操」
●日　時：１２月２１日( 土)

　　　　　 １０時～１１時

●場　所：中央公民館

　　　　　２階第１･ ２研修室

●講　師：堀切正子さん（帯広市）

●対　象：０才からのお子さんとご家族、

　　　　　子育てに関心のある方

●参加費：無料　　　　

●持ち物：飲み物、汗拭きタオル

●申込み：子育て支援センター( ５７９‐７７０７)

中央公民館事業　料理教室

「ソバ打ち体験教室～Ⅱ」
●日　時：１２月１８日 ( 水 )１８時～２０時

●場　所：中央公民館　調理室

●講　師：経堂岩夫さん

●定　員：一般の方９名（定員になり次第締切）

●参加費：３００円 ( 材料代 )

●持ち物：三角巾・エプロン・手拭き

　　　　　持ち帰り用の箱（２０センチ程度の箱）

●内　容：そば打ち体験

　　　　　試食（食を楽しみます）

●申込み：中央公民館 ( ５７６‐３０９５)

　　　　　１２月２日（月）より申込みください

中央公民館事業　防災教育

「私のまちの防災教育 ｣ 第 1 弾
●日　時：１２月１２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：井口秀司さん

　　　　　（防災士・北海道地域防災マスター）

●内　容：テーマ「地震に備える」

　昨年のブラックアウトが、もし真冬だったら？

　・防災教育の重要性

　・地震から命を守るためには

　・地震発生後の避難について

　・避難所と防災備蓄の紹介など

●直接、中央公民館にお越しください。

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：１２月８日（日）１０時～正午

●場　所： 市 街 散 策（ 集 合：総 合 ス ポ ー ツ セ ン

ター）

●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い合わ

せ先まで）

●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

｢ ちびっこスケート教室｣ を実施します！
●実施日：１１月２８日（木）・２９日（金）

　　　　  １２月２日（月）・３日（火）・４日（水）

　　　　　Ａコース：１６時４５分～１７時４５分

　　　　　Ｂコース：１７時４５分～１８時４５分

●参加料：無料

●会　場：浦幌町アイスアリーナ

●対　象：幼児（年長）、小学校１・２年生

●申込み： １１月２２日（金）までに中央公民館の

窓 口 ま た は 電 話・Ｆ Ａ Ｘ で お 申 込 み

下さい。

　　　　　（ ５７６‐２１２７、５７６‐３３５２）
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　新刊本紹介

　〔一般書〕

●どうしても生きてる　　　　　朝井　リョウ　著

●人を乞う　　　　　　　　　あさの　あつこ　著

　〔児童書・絵本〕

●６年１組黒魔女さんが通る！！０９　石崎　洋司　作

●太陽といっしょ　　　　　　　新宮　晋　絵・文

　クリスマス特別お話し会　お話し室

１２月１４日（土）１１時～１１時３０分

　読み聞かせボランティア「ぐりとぐら」の会によ

る絵本の読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターの

ほか、ＡＬＴのヘイリーさんによる英語の読み聞か

せもあります☆

　巡回図書配本

１２月１２日（木）上浦幌公民館　１２時～１２時４０分

１２月１９日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

１２月１９日（木）吉野公民館　　１２時２０分～１３時２０分

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『サイクルツーリズムの進め方
自転車でつくる豊かな地域』

　　　　　　　　藤本芳一　著
　現在、観光振興や地域再生におけ
る切り札として「サイクルツーリズ
ム」が注目されています。
　一口にサイクルツーリズムといっ
ても、地元の食を楽しむグルメライ
ドやサイクリング大会などそのスタ
イルは様々です。
　地域の自然や歴史・文化を生かす
ヒントが見つかる１冊です。

『新しい布絵本が入りました』
　布絵本ボランティア「浦幌布絵本の会」より、図

書館に新しい布絵本を寄贈いただきました。

【寄贈された布絵本】

・おむすびころりん

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。

学芸出版社

[ 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）

「バムとケロ」複製原画巡回展
期間：１２月５日（木）～１２月２２日（日）
場所：浦幌町立図書館
絵本でおなじみの「バムとケロ」シリーズの複製
原画を十勝管内の公共図書館で巡回展示してい
ます。浦幌町立図書館でも展示を開催いたしま
すので、ぜひお越しください♪

　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

布を行っておりますので、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

広報誌「うらほろ」２０１９年１２月号　２０　  　２１　広報誌「うらほろ」２０１９年１２月号



　「２０１９全国コミュニティ・スクール研究大会ｉｎびんご府中」が８月２日（金）、広島県府中市に
おいて、『「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代」の学校づくり・地域づくり～コミュニティ・スクールが繋ぐ新たな学
びとは～』を大会テーマに開催されました。
　今回は№８０につづき、パネリストやオーディエンスとして参加した府中市の教職員、学校運営協
議会委員、児童生徒の保護者などが熱心に意見を交わしたパネルディスカッションの概要を紹介し

ます。

１．コミュニティ・スクール（ＣＳ）の導入時について
■初めての導入時、地域が学校に入ることを教職員がどう思っているのか、負担が増えるのではな
　いかと不安になったが、２年間の準備期間で地域としっかり熟議を行い、今は、目指す子ども像
　や情報などの共有化を図りＣＳを実践している。
■ＣＳは最初よく分からなかった。熟議をしていくうちに、日本に昔からある懐かしい学校の姿を
　仕組み（制度）にして持続可能にしたものであると知った。知れば知るほど学校を応援したくな
　るのがＣＳ。

２．ＣＳの普及拡大に向けて
■学校だけではＳｏｃｉｅｔｙ５．０の時代に生きていく子どもたちを育めない。しかし、ＣＳはそれを可能
　にする。そのためには地域にＣＳの理解者を増やすことが大切。
■地域に沢山の担い手意識が芽生えてくると、学校は様々な人に支えてもらえる。そのため、普及
　拡大に必要となるのが、地域学校協働活動推進員などのコーディネート機能である。
■小中一貫教育は地域とともにある学校づくりの基盤である。小中一貫教育とＣＳが両輪となり同
　時に進めることが重要である。

３．働き方改革との関連について
■保護者や地域は、先生の大変さを理解しなければならない。そのためには、本音で先生方と教職
　員の勤務実態を話すことが必要である。
４．社会に開かれた教育課程の実現について
■学校で行われている地域と連携した教育活動を一覧に整理することにより、学校と地域が連携し
　た小中９年間の活動を可視化することが必要。
■子どもにどのような力をつけるのかという視点で計画を立て、活動後の子どもの成長過程を地域
　に発信することが大切である。
■学校と地域はイコールパートナーとして一緒に考え参画することが大切。これまでの学校は、無
　理をして地域と協働してきた感がある。スクラップ＆ビルドの考え方が大切である。

〇総　　括　　　視学委員　貝ノ瀬　氏
■ＣＳは、一般的にまだ知られていない。地域が学校を知らないと学校を支援するという気持ちに
　なれない。学校はより一層敷居を低くし賛同者を増やす必要がある。
■社会に開かれた教育課程は、学校運営協議会と地域学校協働活動を全体としてパッケージにした
　ものである。
■ＣＳ充実のためには、学びを通して、子どもはもとより先生や地域住民、保護者も人間的に成長
　できることを実感することが大切である。
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小中一貫

【ＮＯ .８２】

コミュニティスクール

パネルディスカッション
○コーディネーター：国立教育政策研究所総括研究官 志々田　まなみ 　氏
○総 括：文部科学省初等中等教育局  視学委員 貝ノ瀬　　　滋 　氏
○パ ネ リ ス ト：京都産業大学　教授 西　川　信　廣　 氏
　　　　　　　　　　まちと学校のみらい代表ＣＳマイスター 竹　原　和　泉　 氏
　　　　　　　　　　府中市ＣＳ連絡協議会  会長 立　石　克　昭　 氏
　　　　　　　　　　府中市立栗生小学校  前校長 藤　井　美砂緒 　氏
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