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申込み・お問合せは博物館まで
行

事

日

企画展

記念物１００年パネル展
月例調査観察会

豊北植物調査会

ふるさと探訪

浦幌の記念物と文化財

℡５７６‐２００９／museum@urahoro.jp

時

場

所

７月１８日（土）
～９月２７日（日） 博物館
１０時 ～１８時
８月１日（土）
９ 時 ～１２時

豊

８月８日（土）
１３時 ～１６時

博物館

展示中・随時更新

博物館

北

ミニ企画展

「コロナな世相」を
語り継ごう

内容・申込みなど
１９１９年に史蹟名勝天然記念物
保存法が制定されて１００年を
迎えた記念展。協力：文化庁
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）
集合：１３時博物館集合
持ち物：帽子・飲料・虫除け
史跡オタフンベチャシ、十勝太
遺跡群、浦幌発祥の地、加賀団
体記念碑などを巡ります。
コロナウイルスで混乱した世
相を記録する資料を大募集中。
集まった資料を随時入れ替え
ながらご紹介しています。

定員・費用
入場無料

定員８名
要申込み

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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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〕

お話し会

『新型コロナウイルス対策
手作りマスクＢＯＯＫ』
国際情勢研究会
現在、世界中で感染が拡大し
続けている新型コロナウイルス。
手指の消毒やマスクをつけるこ
とが日常となっている今、手作
りマスクを作ってみませんか？
本書では、様々な新型コロナ
ウイルス予防対策や型紙付きの
マスク作成方法が載っています。

編

お話し室

８月８日（土） １１時～１１時３０分（予定）

巡回図書配本
８月２０日（木）上浦幌公民館 １２時～１２時４０分
８月１９日（水）厚内公民館

１０時～１１時

８月２７日（木）吉野公民館

１
２時２０分～１
３時２０分

図書館の本を公民館で借りること
ができます。
ゴマブックス

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）

新刊本紹介
〔一般書〕
●２１Ｌｅｓｓｏｎｓ

ユヴァル・ノア・ハラリ

●原色木材大辞典２００種
●図解心理学用語大全

村山
田中
齊藤

著

忠親

著

正人

編著

「ステップアップ読書感想文」

勇

監修

ステップ①「読書感想文におすすめの本展」

〔児童書〕
●雨の日は、いっしょに
●囚われのアマル

ステップ②「読書感想文書き方シート配布」
大久保

雨咲

文

期間：７月３日（金）～ ８月２日（日）

アイシャ・サイード

作

場所：浦幌町立図書館

〔絵本〕

除籍資料無料配布

●ホタルのアダムとほしぞらパーティー


香川

●かな？

１階ロビー

照之

作

図書館ロビーにおいて、図書・ビデオなどの除籍

ロマン・トマ

絵

資料や未登録資料の無料配布を行っていますの

大日本タイポ組合

作

で、何冊でもご自由にお持ちください。

たなばたまつりなどの中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、７～８
月に開催しておりました十勝東部４町図書館交流
連携事業４de ビンゴは来年度に延期となり、今年
度のたなばたまつりは中止とさせていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
ボランティア募集

読書感想文展示

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。

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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小中一貫
コミュニティスクール
【ＮＯ .８７】
令和２年度第１回浦幌町小中一貫ＣＳ委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために中止とし、
議案書による紙面提案といたしました。
その結果、以下の件につきまして承認していただきました。

◇今年度の組織体制について
【会

【敬称略】

長】

松田泰一（学識経験者）
【副会長】
池田

哲（浦幌町校長会長）

出口和枝（浦幌町女性団体連絡協議会長）
【委

員】

浦幌学園ＣＳ委員会の様子

橋本友子（浦幌学園ＣＳ委員会長）、山岸嘉平（浦幌学園ＣＳ委員会副会長）、江ノ上秀行（上浦幌学園ＣＳ
委員会長）、下

浩幸（上浦幌学園ＣＳ委員会副会長）、横山利幸（浦幌小学校長）、都鳥秀史（上浦幌中央

小学校長）、白井将之（上浦幌中学校長）、髙岡竜二（浦幌町教頭会会長）、古川肇子（浦幌幼稚園長）、小山
内路子（しらかば保育園長）、鈴木信男（上浦幌公民館長）、小山孝行（厚内公民館長）、岸田
験者）、林

睦、（学識経

常行（同）、北村敦子（同）、元木一彦（同）、近江正隆（同）、廣川健二（同）、川原昭良（同）

６月に予定しておりました「第１回浦幌町教育の日実践交流会」は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のために中止といたしました。
なお、１０月３１日（土）に予定しております「浦幌町教育の日実践交流会」につきましては、６月に計画
していた実施内容を基にしながら開催していきたいと考えていますが、今後の情勢によっては、変更され
ることも考えられますのでご承知おきください。
【予定している内容】
第１部～「スマホ・ゲーム機使用のルール」取組状況報告
第２部～講演「１人１人で学校はどう変わるのか～授業と働き方改革～」
「地域総ぐるみの教育」を合言葉に平成２７年度から継続されてきた小中一貫コミュニティ・スクールです。
新型コロナウイルス感染症のために、なかなか事業推進はできませんが、地域の子どもたちのために今年
度もご支援をよろしくお願いいたします。

◇今後の予定について
９月
１０月

第２回浦幌町小中一貫ＣＳ委員会
   道内視察研修（視察地は未定）

１０月３１日（土） 浦幌町教育の日実践交流会
２月

第３回浦幌町小中一貫ＣＳ委員会

その他

小中一貫ＣＳ実践集第５号
小中一貫ＣＳパンフレット作成
上浦幌学園ＣＳ委員会の様子
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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
地域活性化を目指してⅠ

中央公民館講座
生涯学習の推進を目指してⅡ

｢ノベルズグループの取り組みを学ぼう｣

｢ 家庭でできる除菌セミナー ｣

●日

時：８月４日（火）１３時３０分～１５時

●日

時：８月２６日（水）１３時３０分～１５時

●場

所：中央公民館

●場

所：中央公民館

●講

師：株式会社ノベルズ

●講

師：ダスキンオビヒロ株式会社

●定

員：町内在住の方１５名

●定

員：町内在住の方１５名

●申込み：７月２８日（火）締切

●申込み：８月１９日（水）締切

中央公民館

中央公民館

（ ５７６‐２１２７）

（ ５７６‐２１２７）

親子ふれあい公演 第１公演「人形劇」中止のお知らせ
８月２０日（木）に予定をしていました、親子ふれあい公演「人形劇」については、新型コロナウイルス感染
防止が困難な事業のため中止と致します。
楽しみにしていた町民の皆様には大変申し訳ありませんでした。
また、第２公演「ぴあの教室」については開催の可否を検討中です。

浦幌町子ども文化鑑賞会中止のお知らせ
９月に市街地区にて２公演、同じく上浦幌地区にて２公演を開催する予定ではありましたが、新型コロナウ
イルス感染防止が困難な事業のため中止と致しますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

「樹炎」第３５号原稿募集中
１．投稿資格
町内在住の小学生以上の方
町内在住経験のある小学生以上の方
浦幌町に縁のある小学生以上の方
２．募集作品
創作・随筆・詩・漢詩・短歌・俳句・川柳・エッ
セイ・童話・生活記録・評論・書評・戯曲・文
芸・展望・民間伝承・民話・紀行・回顧録・そ
の他
３．特別企画
「あなた自身がつくる１枚のページ」
…あなた自身で編集してみませんか
４．原稿の締切り
令和２年９月末日
５．発行日
令和３年３月予定
６．原稿の送付先
〒０８９‐５６１４ 十勝郡浦幌町字桜町１５番地５
教育委員会社会教育係内
町民文芸「樹炎」編集委員会
７．原稿執筆上の注意事項
①原稿用紙は市販の４００字詰原稿用紙を使用す
る。データでの入稿可、データは自由様式可、
ＣＤ－Ｒ可、メール可とする。
②応募原稿には、住所・氏名・電話番号を明記す
ること（明記していない場合は掲載できませ
ん）。ペンネーム・雅号・俳号の場合はその旨
付記する。

～特集テーマ「躍」～

③文字は楷書で正しく書き、約物（、。「」など）
も正しく入れる。
④表記は現代かな使い、常用漢字の使用を原則
とする。
⑤地名・人名・専門用語などの難読なものにはル
ビ（ふりがな）を付ける。
⑥度量衡は原則としてメートル法を用いる。
⑦執筆原稿は本文から書き始め、「題名」
・
「執筆
者名」などは別葉として原稿の表紙とする。
⑧原稿にカット・図・写真などを入れる場合は、
入れる箇所にその旨付記する。
⑨応募原稿は未発表作品を原則とする。
⑩種目別作品募集数は次のとおりとする。
短歌・俳句・川柳は１０首（句）以内、その他
は各種別１点とする。
⑪短歌・俳句・川柳には必ず題をつける。
８．その他
①応募原稿は返却しない。
②応募原稿の採否および配列は編集委員会に一
任とする。
③作品は必要に応じてリライト（書きなおす）す
ることがある。
④原稿採用の場合、掲載誌１部を進呈する。
⑤版権はすべて教育委員会に帰属する。
⑥詳しくは、教育委員会社会教育係内、町民文芸
「樹炎」編集委員会
５７６‐２１２７ Ｅメール：syakyou@urahoro.jp
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