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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

冬の企画展

いろいろな看板展

１２月１１日（土）～

１月１６日（日）

１０時～１８時

博物館

商店の店名から公告、公共建築
の表札まで、博物館で収蔵して
いるさまざまな「看板」をご紹
介します。

入場無料

トピック展

お正月の文化

１月８日（土）～

１月２３日（日）

１０時～１８時

博物館
しめ飾りやおせち料理、初詣や
おみくじなど、お正月に関する
文化について展示します。

入場無料

企画展

孔版画年賀状展

１月２７日（水）～

２月８日（火）

１０時～１８時

博物館

孔版画で製作された年賀状の
数々を展示します。
主催：浦幌孔版画サークル
共催：浦幌町文化協会・博物館

入場無料

夜学講座・町民座談会

「お正月の文化」
を語ろう

１月１３日（木）

１９時～２０時
博物館

トピック展「お正月の文化」を
見ながら、身の回りのお正月の
過ごし方や昔のようすなどを、
座談会的に語り合います。

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。

★公益財団法人日
本博物館協会より
宝くじ協会助成事
業としてベビー
カー１台の寄贈が
ありました。
★小さなお子様連
れの方はご利用く
ださい。
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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）

新成人に贈る大人の読書展

展示期間：１月６日（木）～１月２３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。

　ぜひ一度手に取ってご覧ください。

　巡回図書配本

１月２０日（木）上浦幌公民館　１１時３０分～１２時３０分

１月２０日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

１月２７日（木）吉野公民館　　１１時３０分～１２時

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『カムカムエヴリバディ
平川唯一と「ラジオ英語会話」の時代』

平川　洌　著

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●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）

ＮＨＫ出版

　１９９５年に発行された本書が年

譜・年表を新たに追加し復刻！

　ラジオ英語講座「カムカム英語」

は当時どのような放送をし、どの

ように人気になっていったのか？

講師である平川唯一氏はどんな人

物だったのか？子息である著者、

平川洌氏が当時の放送や熱中の様

子や平川氏の激動の半生を時代背

景とともに紹介します。

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！

　新刊本紹介

　〔一般書〕
●万葉と沙羅　� 中江　有里　著

●夜が明ける　� 西　加奈子　著

●疲れたあなたをほめる本　� わかる　著

●女性皇族の結婚とは何か　� 工藤　美代子　著

　〔児童書・絵本〕
●境界のポラリス　� 中島　空　著

●キャラ絵で学ぶ ! 織田信長図鑑� 千羽　ひとみ　著

●よあけ� あべ�弘士　著

●くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい

� ふくざわ�ゆみこ　著

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　１０時～１３時

　　　（今月は１月８日です）

※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ご家族に気兼ね

なく図書館をご利用して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。

年末年始休館日のお知らせ
１２月２７日（月）…休館日

１２月３０日（木）…休館日

１２月３１日（金）～１月５日（水）…年末年始休み

１月６日（木）より通常通り開館致します。

年末年始休館日カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １/１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

※■■は休館日です

　お話し会　　　　　　　絵本コーナー

　※１月は年始のためお休みです。
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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＞

中央公民館講座
「体験！発見！防災教室」

●日　時：１月２５日（火）１３時３０分～１５時

●場　所：中央公民館　町民集会室

●講　師：役場総務課　管財防災係職員

●内　容：災害時に身を守る方法や避難所の仕組みなどを、実際に体験しなが

　　　　　ら学び、もしもの時に備えます。

●定　員：町内の方２０名（Ｚｏｏｍ～定員なし（ＩＤ、パスワードは後日ご連絡します））

●申込み：中央公民館（ ５７６‐２１２７）

子育て出前ミニ講座
｢ベビーリンパケア＆ぐるーみん体操｣

●日　時：１月２９日（土）１０時３０分～１２時

●場　所：中央公民館

●対　象：０歳からのお子さんとそのご家族

　　　　　子育て・講座内容に興味のある方

●講　師：髙室倫子氏

●申込み：１月２４日（月）締切

　　　　　子育て支援センター（ ５７９‐７７０７）

　　　　　中央公民館（ ５７６‐２１２７）

教育委員会主催事業～中央公民館に会場を移し
「キッズトレーニング」

●日　時：１月２２日（土）１０時～１１時

●場　所：中央公民館　町民集会室

●対　象：主に未就学児（４～６歳くらいまで）

●トレーニングコーチ：原口康紀さん

●持ち物：運動のできる服装、ハマナスカード

●申込み：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

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１５日（土）１０時～１２時

●場　所：町民球場近辺駐車場

　　　　　（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）��

令和４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９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

●受　付：１３時～１４時

●式　典：１４時～１４時３０分

　☆次第　①修　礼　　　　　⑦成人の誓い

　　　　　②開式のことば　　　交通安全宣言

　　　　　③国歌演奏　　　　⑧記念品贈呈

　　　　　④町民憲章　　　　⑨答　辞

　　　　　⑤町歌演奏　　　　⑩閉式のことば

　　　　　⑥式　辞　　　　　⑪修��礼

●写真撮影：１４時３０分～１４時４５分

※今回の成人式については、新型コロナウイルス感染症対策として、アトラクションや飲食を伴う懇談会は

　実施いたしません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 ５７６‐２１２７（中央公民館）】

【令和３年浦幌町成人式】

町民スケートリンクを活用ください

●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：２月中旬（予定）

●利用時間：９時～１６時

※アイスアリーナの一般開放はあり

ません。町民スケートリンクを活用

ください。
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令和３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４年１月２１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


