今月の一冊

第13 回農水新冠賞絵画コンクール・第37 回森みつ少年少女文芸賞
農水新冠賞絵画コンクールは、第一次産業全般にわ

熱 源
川越 宗一著／文藝春秋
樺太で生まれたアイヌ、ヤヨマ
ネクフは故郷を奪われたポーラン
ド人や、若き日の金田一京助と出
会い、自らの生きる意味を見出し
…。明治維新後、樺太のアイヌに
何が起こっていたのか。アイヌの
闘いと冒険を描く傑作巨篇。第 162

夜間開館のお知らせ

毎週水曜日は、夜間開館日です。
夜８時まで開館しています。

回（2019 年下半期）直木賞受賞作。

新着 ガイ ド

アニマル号（移動図書館車）運行日程
２月 19 日 12：45 ～ 13：10
20 日 10：10 ～ 10：30
11：00 ～ 11：15
21 日 15：05 ～ 15：35
15：40 ～ 15：55
16：00 ～ 16：30
３月５日 10：10 ～ 10：30
６日 12：50 ～ 13：20
15：05 ～ 15：35
15：40 ～ 15：55
13 日 15：05 ～ 15：35
15：40 ～ 15：55
16：00 ～ 16：30
18 日 12：45 ～ 13：10

新冠中学校
朝日小学校
太陽郵便局
新冠小学校
町民センター前（児童館）
認定こども園ド・レ・ミ
朝日小学校
認定こども園ド・レ・ミ
新冠小学校
町民センター前（児童館）
新冠小学校
町民センター前（児童館）
認定こども園ド・レ・ミ
新冠中学校

☆イベントカレンダー
２月 22 日（土）13：30 ～ びっくり箱のおはなし会
２月 26 日（水）10：30 ～ あかちゃん絵本の読み聞かせ
・主催 読み聞かせの会「びっくり箱」
・場所 レ・コード館図書プラザおはなしのへや

☆蔵書点検による休館のお知らせ

今の空から天気を予想できる本

武田 康男

最高のパフォーマンスを実現する超健康法

メンタリスト DaiGo

はじめての今さら聞けない Wi‐Fi の使い方

小出 悠太郎

夫が知らない家事リスト
ゆめかわハンドメイドブック

野々村 友紀子
川上 文代

名馬を読む 2

江面 弘也

1 日 1 分、脳がシャキッと目覚める朝音読

和貝 晴美

風間教場

長岡 弘樹

I の悲劇

米澤 穂信

ツナグ  想い人の心得

辻村 深月

黒武御神火御殿
気がつけば、終着駅

森 絵都
宮部 みゆき
佐藤 愛子

☆福田貴叶さん読書記録 100 冊達成
殿堂入り第１号！！
福田さんは昨年 12 月、読書記録を使い始めてか
ら 3,000 冊の本を読破しました。読書記録 100 冊達
成者として初の殿堂入りとなります。
コツコツと読書記録を続けたので、家でも本を読む
ことが習慣になったとのこと。小学１年生からはじ

図書プラザでは約９万３千点ある所蔵資料とデー
タを照合確認する『蔵書点検』を毎年行っており、 めた読書記録を１日の読書量に換算してみると、驚き
の１日約３～４冊。たくさん読んだ中でもどんな物語
蔵書点検の期間中は終日休館いたします。
この蔵書点検にあわせて行方不明の資料捜索や書 が印象に残っているのかな？
福田さんは殿堂入りしたの
架整理を行います。休館中ご不便をおかけいたしま
で今後は広報での発表はあり
すが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
ませんが、「これからも読書

●休館する期間：３月９日（月）～３月 13 日（金）
※本や雑誌のご返却は、レ・コード館正面入口の返
却ポストをご利用ください。

は続けます」と笑顔で答えて
くれました。

●問い合わせ先 レ・コード館図書プラザ ☎ 0146・45・7777
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農水新冠賞受賞者
年長児の部
紗詩さん（ド・レ・ミ）
最優秀賞 東
岡本 杏海さん（ド・レ・ミ）
優秀賞
石山 虹心さん（ド・レ・ミ）
小学１ 年 生 の 部
最優秀賞 西山 瑠一さん（新冠小１年）
伴
綾音さん（朝日小１年）
優秀賞
吉田
花さん（新冠小１年）

森みつ少年少女文芸賞受賞者
小学校低学年の部
詩
新田 依愛さん（朝日小２年）
作文 クリスローレンスさん（朝日小２年）
小学校中学年の部
詩
杉水流健仁さん（新冠小３年）
作文 服部
澪さん（新冠小３年）
小学校高学年の部
詩
丸本 悠愛さん（新冠小５年）
作文 ライアン紗茉亜さん（新冠小６年）

小学３ 年 生 の 部
最優秀賞 有留 輝良さん（朝日小３年）
齊藤 空良さん（新冠小３年）
優秀賞
福田 貴叶さん（新冠小３年）

中学校の部
作文 矢野なずなさん（新冠中３年）

小学５年生の部
最優秀賞 小泉 龍輝さん（朝日小５年）
柳澤 里奈さん（新冠小５年）
優秀賞
五嶋 涼葉さん（朝日小５年）

小学校高学年の部
詩
川上乃希香さん（新冠小５年）

寺西 恵里子

ちょっとリッチなフライパン煮込み

できない相談

たる絵画の募集を行ったもので、今回は、認定こども
園から 41 点、新冠小学校から 115 点、朝日小学校から
15 点の合計 171 点の応募がありました。

森みつ少年少女文芸賞は、北海道賛歌の作詞など詩
人として活躍した、故森みつさんの業績を讃え、町の
子どもたちの文芸振興を図ろうと創設された賞で、今
回は、新冠小学校から 62 点、朝日小学校から 33 点、
新冠中学校から 24 点の合計 119 点の応募がありました。

奨励賞
小学校中学年の部
作文 木村 仁美さん（朝日小３年）

中学校の部
作文 飛渡ひよりさん（新冠中２年）

令和２年度から新冠町奨学金制度が大幅に拡充
主な変更内容は、貸付限度額の増額、当町Ｕターン
者への償還金の一部免除制度の拡充などです。制度詳
細については、担当までお問い合わせください。

〇貸付額（無利子）※限度額増額しました
高等学校、高等専門学校は月額５万円（限度額）

〇応募資格
・町民またはその子弟であること。
・対象校は高等学校、高等専門学校、
大学、短期大学、

〇返還方法など
貸付終了月から起算して６ケ月を経過した後に教育
委員会の定める方法により、返還すること。
（貸付期

専修学校、各種学校。
・経済的理由により修学困難な世帯であること。

間のおおむね２倍の期間で返還していただきます。
）

・身体が健康であること。
・学業が優秀（平均水準以上）
で性行が善良であること。
・連帯保証人が２名必要。
〇連帯保証人の条件（次の要件をすべて満たすこと）
・同居の親族及び同居人以外の稼働者。
・奨学生卒業時 65 歳未満の者。
・税金などの滞納の無い者。
※志願者が未成年者であるときは、内１名は保護者
とする。
※同居人以外の稼働者について、同居人が独立した
生計を営む場合、連帯保証人となることができる。

大学、
短大、
専修学校、
各種学校は月額６万円（限度額）

卒業後、町内に就職、又は家業に従事するなど、町
民として、次に掲げる期間を超えて在住した場合は奨
学金の償還金の残りを免除する。
・貸付期間５年以下の者
３年
・貸付期間５年１ヶ月以上の者 ５年
〇応募期間 令和２年３月２日（月）～ 31 日（火）
〇出願方法
願書、推薦書、健康診断書、成績証明書などの必
要書類を教育委員会に提出してください。
〇継続者について
手続きは、３月上旬に教育委員会から連絡します。
●問い合わせ先
管理課管理グループ総務係 ☎ 0146・47・2547
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