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今月の一冊
定年後の勉強法
和田 秀樹 著

定年後の勉強法で重視 される
のは、知識のインプットではな
くアウトプット。
新 たな人 や知識 に触れ て思
考していけば、老化を防ぎ、充
実 して生 きることが可能 とな
る。記憶術、思考力など、その
具体的な方法論に迫る一冊。

問い合わせ先
社会教育課

図書プラザ

緯 0146・45・7777

アニ
ル号
ニマ
マル
号 （移動図書館車）
ア
アニマル

「
新着ガ イド」

運行日程 《1月分 》
11日 15：30～ 15：50
16：00～ 16：30
16：35～ 16：50
23日 12：45～ 13：10
24日 10：10～ 10：30
10：45～ 11：00
25日 10：45～ 11：00
15：05～ 15：25
15：30～ 15：50
16：00～ 16：30
16：35～ 16：50
29日 10：10～ 10：30
31日 10：10～ 10：30
11：00～ 11：20

にこにこクラブ
認定こども園ド・レ・ミ
あいあい荘
新冠中学校
朝日小学校
新冠こたにがわ学園
太陽郵便局
新冠小学校
にこにこクラブ
認定こども園ド・レ・ミ
あいあい荘
朝日小学校
朝日小学校
お うるの郷

●図書プラザ イベン トカレンダー
日

時

1月 22日峨
10：30～

1月 26日臥
13：30～

事

業

名

ビジュアル世界史 1000人

所

おはなしのへや

上 ・下

リーダーを目指す人の心得

コリン・パウエル

北海道温泉大図鑑

小野寺

淳子

吉田

杉明

ママじゃらん北海道 20122013秋冬
わかりやすい借家
なぜ日本経済は世界最強と言われるのか

ぐっちーさん

ちょっと早めの老い支度
男の子

育てにくい子ほどよく伸びる

岸本
おおた

葉子

としまさ

伸び続ける子が育つお母さんの習慣

高濱

正伸

北海道の石

戸苅

賢二

身のまわりのモノの技術

涌井

良幸

菅

直人

東電福島原発事故

場

あかちゃん絵本の
読み聞かせ 図書プラザ
び っくり箱の
おはなし会

出版 ：筑摩書房

総理大臣として考えたこと

増やす男と、捨てない女の片づけ術
日本の リアル

中山

真由美

養老

孟司

3ステップで、しっかり儲かる ！ネット輸入＆販売

森

治男

光圀伝

冲方

丁

冬のお楽 しみ会のが開催 されました

予約 ・リクエス トサービスをご利用 ください

12月 8日臥に、読み聞かせの会び っくり箱主催の

読みたい本が貸出中の場合は、次の貸出順番の予

冬のお楽 しみ会が、レ・コー ド館シアターで開催 され

約をすることができます。

ました。
大型紙芝居やブラックパネルシアター・人形劇など
さまざまなプ ログラムを披露 し、会場 い っぱいの親

また、読みたい本が図書プラザにない場合 または
他図書館の本 を読みたい場合は、 リクエス トとして
受け付けてお ります。

子 と一緒 に、音楽や唄や手遊びを交えなが ら盛 り上

希望の場合は、どうぞお気軽 にカウンターへお申

が りました。

し出 ください。
お電話 ・ファックスで も

別 れ際 には ピエ ロ

申込可能です。

も登 場 し、子 ど もた

（ご予約 に関 しては、事前

ちは最後 まで大喜 び

登録の上、 インターネ ット

の会 とな りました。

からもご利用できます。）
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● 12月 31日～ 1月 3日
ゴ ミの収集運搬業務
● 12月 26日～ 1月 7日
ホロシ リ乗馬 クラブ
● 12月 30日～ 1月 3日
道の駅売店 ※ トイレは 24時間利用できます。
●町道の除雪が必要な とき
役場へご連絡 くだ さい。警備員が常駐 し、担当者
と除雪委託業者へ連絡をとり業務を行います。
●水道修理等が必要な とき
12月 29日～ 1月 6日の間に水道の凍結 ・漏水等
があ りました ら、次の指定店に連絡 して くだ さい。
・12月 29日～ 12月 30日
㈲坂森設備緯 0146・47・3584
・12月 31日～ 1月 1日
㈱道南緯 0146・42・3198
・1月 2日～ 1月 3日
㈲畠山設備緯 0146・47・3466
・1月 4日～ 1月 6日
㈱長嶺設備工業新冠支店緯 0146・47・4462
●新冠温泉 「レ･コードの湯」
通常営業 しています。
●健康推進バス
通常運行 しています。
●金融機関等
新冠郵便局
窓口
12月 29日～ 1月 3日
ＡＴＭ 1月 1日～ 1月 3日
※ 12月 31日のＡＴＭの営業は 9時～ 17時
苫小牧信用金庫新冠支店
窓口 ・ＡＴＭ
12月 29日～ 1月 3日
新冠町農業協同組合
窓口
12月 29日 13時～ 1月 6日
ＡＴＭ 12月 29日 14時～ 1月 4日
ひだか漁業協同組合新冠支所
窓口 ・ＡＴＭ
12月 29日 13時～ 1月 6日
●ガソリンスタンド
伊藤商会㈲新冠 ・新和給油所
12月 31日 12時～ 1月 4日
岩倉商事㈱新冠営業所
12月 31日 15時～ 1月 1日
（1月 2日・3日は 8時 40分～ 17時 30分まで営業）
中山石油㈱
12月 31日 14時～ 1月 3日
（1月 4日～ 10日は 8時～ 18時まで営業）
ＪＡにいか っぷスタン ド
12月 31日 13時～ 1月 3日
（1月 4日～ 6日は 8時～ 17時まで営業）
横山石油
12月 31日 15時～ 1月 2日
（1月 3日は 9時～ 17時まで営業）

冬期間の通行止め
次の町道及び林道の 6路線は、冬期間の危険防止
のため通行止めにしています。
しば らくの間、ご不便 をおかけしますがご協力願
います。
▼通行止めの路線
①岩清水新冠ダム線
（泉の大森 さん地先か ら新冠ダムに至 る路線）
②大富東泊津線
（大富の宮下 さん地先か ら東泊津の赤坂 さん地先に
至 る路線）
③美宇東川線
（美宇の新田 さん地先か ら東川 2に至 る路線）
④元神部町有牧野関戸線
（町有牧野管理事務所か ら東川 2に至 る路線）
⑤大狩部町田金井線
（大狩部の渋谷 さん地先か ら節婦町の川島 さん地先
に至 る路線）
⑥大規模林道平取え りも線
（新栄の上井 さん地先か ら新ひだか町に至 る路線）
▼通行止めの期間
降雪時か ら春先の通行の安全を確認 した日まで。
（岩清水新冠ダム線は 11月 30日より通行止め）
●問い合わせ先
建設水道課建設 ・管理グループ
緯 0146・47・2518
産業課水産林務 ・商工観光 ・労政グループ
緯 0146・47・2110

公共施設等の年末年始のお休み
● 12月 29日～ 1月 6日
役場 （1月 4日は 10時～ 15時まで町民生活課窓
口で住民票等 の発行業務 を行 います）
、国保診療所
（一般診療は休診ですが、診療 を希望 され る方は電
話連絡 （緯 0146・47・2411）の上、ご来所 くだ さ
い）、動物の火葬業務、商工会、社会福祉協議会。
● 12月 30日～ 1月 5日
レ･コー ド館、町民センター、スポーツセンター、
青年の家、青少年会館。
● 12月 30日～ 1月 6日
子育て支援センター、デ イサービスセンター （1月
3日は開所 しますが、通常開所は 7日か ら）
● 12月 30日～ 1月 7日
郷土資料館
● 12月 31日～ 1月 6日
新冠 ・節婦老人憩の家
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