
行　　事 日　時 場　所 内容・申込みなど 定員・費用

月例調査観察会

豊北植物調査会
９月７日（土）
９時～１２時

豊北海岸

集合：９時博物館集合

帽子・長靴など野外を歩ける服

装でお越しください。

定員８名

要申込み

本の座談会
９月１１日（水）
１９時～２０時

博物館
今月のテーマは「旅の本」。

旅に関する本持参でご参加を。
参加自由

企画展関連講座

まちなか雑草観察会
９月１４日（土）
１４時～１６時

市街地
浦幌駅前集合・解散。帽子・長

靴など野外を歩ける服装で。
参加自由

夜学講座

シカ、出没注意
対策すべき畑と林

９月１８日（水）
１９時～２０時

博物館

講師：大熊勲氏。いつどこにシ

カが出やすい？十勝での研究

を分かりやすく紹介します。

参加自由

レコードコンサート
９月２１日（土）
１５時～１７時

博物館
お家で眠っているレコードの

持ち込みも大歓迎です。
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

企画展　浦幌に生きる植物はいま
　　　　　　　　期　間：７月２７日（土）　～ ９月２９日（日）　１０時～１７時

　　　　　　　　場　所：浦幌町立博物館１階展示ホール（入場無料）

　　　　　　　主　催：浦幌町立博物館
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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＞

前期フロアカーリング教室の開催について

●日　時：９月６日、１３日、２０日、２７日、

　　　　　１０月４日、１１日（毎週金曜日）

　　　　　１３時～１５時

●場　所：総合スポーツセンター　アリーナ

●問合せ：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７）

「親子で元気」たいそう教室～マットや跳び箱、トランポリンを使って楽しく遊ぼう♪～

今回のテーマは「ささえる」です！
●日　時：９月２８日（土）１０時～１１時（１時間）　 ●場　所：総合スポーツセンター　１階アリーナ

●講　師：村田浩一郎さん（帯広畜産大学准教授）　●持ち物：運動のできる服装、運動靴、水、タオルなど

●申込先：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７、 ５７６‐３３５２）

浦幌町子ども文化鑑賞会開催のお知らせ
【市街地区公演】９月５日（木）、９月１７日（火）、【上浦幌地区公演】９月９日（月）、９月１８日（水）

　市街地区にて２公演、上浦幌地区にて２公演を開催いたします。当日は、小・中学生に限らず、広く一般町
民の方のご来場をお待ちしておりますので、是非この機会にご鑑賞ください。

※入場料はいずれも無料となります。 【主催：浦幌町教育委員会（ ５７６‐２１２７）】

教育委員会・指定管理者札内緑地㈱連携事業～水中運動教室～開催中！
泳げない方でも大歓迎！水の特性を活かした水中運動で健康増進とダイエットしましょう！

●日　時：９月４日（水）、１１日（水）、１８日（水）　１５時３０分～１６時３０分

●場　所：スイミングプール　●対　象：幼児（保護者同伴）～一般の方

●持ち物：水着、キャップ、ゴーグル、バスタオルなど　●参加料：無料

●申込み：教育委員会社会体育係（ ５７６‐２１２７、 ５７６‐２１２７）

トリムスクール開催中！
●日　時：９月１８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

　　　　　※９月は託児がありません。

●問合せ：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：９月７日（土）　９時～

●場　所：総合スポーツセンター駐車場集合

●内　容：うらモンＧＯ！２０１９への参加。スポーツ

　　　　　センターから会場へウォーキングで向か

　　　　　います。

●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）

子育て出前ミニ講座

「リラックスヨガ」
●日　時：９月２８日（土）１０時～１１時

●場　所：中央公民館 ２階第１･ ２研修室

●対　象：０才からのお子さんとお母さん

●講　師：山口真弓さん（帯広市）

●参加費：無料

●持ち物：飲み物、汗拭きタオル、

　　　　　ヨガマット（持っている人）

●問合せ：子育て支援センター（ ５７９‐７７０７）

【低学年の部】

●公演内容：三枚のおふだ

●公 演 者：劇団かかし座

　▽市街地区公演

　　日　時：９月１７日（火）１０時３０分～１１時４０分

　　会　場：浦幌町中央公民館　町民集会室

　▽上浦幌地区公演

　　日　時：９月１８日（水）１０時３０分～１１時４０分

　　会　場：上浦幌中央小学校　体育館

【高学年の部】

●公演内容：オズの魔法使い

●公 演 者：劇団トマト座

　▽市街地区公演

　　日　時：９月５日（木）１３時３０分～１４時５０分

　　会　場：浦幌町中央公民館　町民集会室

　▽上浦幌地区公演

　　日　時：９月９日（月）１３時３０分～１４時５０分

　　会　場：上浦幌中学校　体育館
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　新刊本紹介

　〔一般書〕

●ざんねんな手相誰にでもあるけど変えられます！

 卯野　たまご　著

●純喫茶レシピ 高山　かづえ　著

●カザアナ 森　　絵都　著

　〔児童書〕

●トイストーリー４ スーザン・フランシス　作

●かいけつゾロリうちゅう大さくせん

 原　ゆたか　作

●ショートフィルムズ ブックショート　編著

　〔絵本〕　

●ねこぼん はやし　ますみ　作

●チコちゃんに叱られる 海老　克哉　文

 オオシカ　ケンイチ　絵

●キリンのあかちゃんがうまれた日

 志茂田　景樹　文

 木島　誠悟　絵

　お話し会　　　　　　　　お話し室

９月１４日（土）１１時～１１時３０分

読む本：『ぱっくんおおかみ
おとうさんににてる』ほか

協　力：「ぐりとぐら」の会

　巡回図書配本

９月１２日（木）上浦幌公民館　１２時～１２時４０分

９月１９日（木）厚内公民館　　１０時～１１時

９月２６日（木）吉野公民館　　１２時２０分～１３時２０分

　Pick up BOOK〔注目の本〕

『地図から読み解く
自然災害と防災（減災）』

　　　　　　　　酒井　多加志　著
　１９９３年、震度６の釧路沖地震を経
験した著者が、大学や市町村役場な
どで行った自然災害と防災（減災）
を読図する講習をもとにまとめたも
のです。現地調査に基づいて事例を
もとにした読図の仕方や災害地名に
ついても解説しています。

浦幌読書会・浦幌町立博物館共催

「本の座談会」のお知らせ
日　時：９月１１日（水）１９時～２０時

場　所：浦幌町立博物館

　〇参加申込み不要・無料

　〇本の持参は自由 / 飲食物持ち込み自由

　　ご参加お待ちしております。

問合せ：浦幌町立博物館（ ５７６‐２００９）

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 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。

近代消防社

　「晴れたらいいな」の

　　大人のためのお話し会　１階ロビー

９月１０日（火）１０時３０分～１１時１０分

内容：『ちからたろう』ほか

　　　本の楽しさに触れながら、

　　　　　　　　　心も体もほぐしませんか

絵本や紙芝居などの

楽しい読み聞かせです♪

ぜひ気軽にお越しください★

[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）
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「浦幌町小中一貫コミュニティ・スクールの成果」
１．地域とともにある学校

　浦幌町は、小中一貫コミュニティ・スクールを導入して５年目に入りました。浦幌学園（浦幌小・浦幌中）

と上浦幌学園（上浦幌中央小・上浦幌中）では、学校の応援団である学校運営協議会を組織し、年８回の

協議などを通して、特色ある学園・学校づくりを進め、着実に成果を上げてきました。

２．欠かせない３つの機能

　浦幌町では、地域とともにある学校運営に欠かせない機能として、「熟議」、「協働」、「マネジメント」の

３点を重視してきました。とりわけ「熟議」は重要です。

①熟　　　議：地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという目標・ビジョン

　　　　　　　を共有するために、熟議（下図参照）を重ねることが大切です。

　　　　　　　教職員や保護者・地域の人達が、「話し合い」を積み重ねながら、ボトムアップの自主的、

　　　　　　　実践的な活動を生み出しています。

　　　　　　　そのためにも、子ども達の状況をもとに、目指す子ども像を明らかにしてアクション・

　　　　　　　プランに位置付ける必要があります。

②協　　　働：熟議で共有したビジョンや目標の達成に向け、

　　　　　　　地域総ぐるみで取り組みます。浦幌町では、全

　　　　　　　町的に「スマホ・ゲーム機使用のルール」を宣

　　　　　　　言し、年２回開かれる「教育の日実践交流会」

　　　　　　　で取組の成果を交流しています。

③マネジメント：たえずＰＤＣＡサイクルを回しながら、確かな

　　　　　　　成果が表れるよう改善を加えてきました。

　　　　　　　「継続は力なり」を合い言葉に、「マネジメント」

　　　　　　　力を強化しています。

「小中一貫コミュニティ・スクール視察受入れ」
■６月２７日（木）、鹿追町教育委員会の皆さんが小中一貫ＣＳ視察のため来町されました。浦幌町におけ

　るコミュニティ・スクールの取組について説明、成果や課題などについて協議しました。

　目指す子ども像の作成の進め方、地域人材の発掘・活用方法、小中一貫ＣＳ導入のメリット、既存の組

　織（ＰＴＡなど）とＣＳの関わり、熟議の仕方などについて意見交換をしました。　

○開催予告　１１月２日　第２回浦幌町教育の日実践交流会

　詳しい内容についは、改めてお知らせいたします。

　　【期　日】 １１月２日（土） ９時～１１時５５分　　　　【場　所】 中央公民館　町民集会室

　　【テーマ】 「読書の推進と学力及び体力の向上」

　　【内　容】第一部：学園の実践発表「学園の特色ある小中一貫ＣＳの取組について」

　　　　　　 第二部：北海道帯広三条高等学校吹奏楽部演奏会

　　　　　　 各学校の「早寝・早起き・朝ごはん ( あいさつ・ノーテレビデー )」運動の取組状況を掲示

小中一貫

【ＮＯ .７９】

コミュニティスクール

目指す子ども像

地域総ぐるみの教育
「地域とともにある学校」

熟議地域 ･
保護者 学　校
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