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平成３０年６月の行事予定表 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

       

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

♪レ・コード館  ♪日高管内老人クラブ

連合会「芸能発表会」

○子ども未来塾 ○プラスワンセミナー

「佐々木主浩 見学コース 

無料開放日 講演会」 

【２ページに掲載】  

○親子運動教室 ★図書プラザ夜間開館★

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

   ○子ども未来塾  ○生涯学習講座  

 陶芸の部 
 
 
★図書プラザ夜間開館★

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

    ♪カラオケ協会

親睦会 

○親子運動教室 ○びっくり箱の 
♪ﾚｺｰﾄﾞｺﾝｻｰﾄ おはなし会 
【２ページに掲載】 

【２ページに掲載】 ○中札内美術村

見学バスツアー 
 

  
○子ども未来塾 ★図書プラザ夜間開館★

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 

   ○びっくり箱の赤ちゃ ○子ども未来塾   

ん絵本の読み聞かせ 

【２ページに掲載】 

○いきいき大学学習会

★図書プラザ夜間開館★

 ４、１１、１８、２５日 レ・コード館 

 ４、１１、１８、２５日  ※ 夜間開館（６、１３、２０、２７日） 図書プラザ 施 設 

郷土資料館  ３、４、１０、１１、１７、１８、２４、２５日 休館日 

 ３、１０、１７、２４日 スポーツセンター、節婦体育館 

「○」……通常事業及び行事  「♪」……レ・コード館イベント 

  新 冠 町 教 育 委 員 会 



 

－ ２ － 

 
 
 

 

６月２0 日（水） 

 

 

 

 

 

★☆★ 定例おはなし会 ★☆★ 

 

 

 

★☆ あかちゃん絵本の読み聞かせ ☆★ 

 

 

 

 

 

≪申込・問合せ先≫ 

レ・コード館  TEL４５－７８３３ 

図書プラザ   TEL４５－７７７７ 

６月のレコードコンサート 

６月２３日（土）
・時間／午後１時３０分～ ・対象／幼児～ ・時 間／午後７時００分～午後８時３０分 

小さなお子様から小学校低学年を対象に、絵本や

紙芝居の読み聞かせ、手あそび、簡単な工作など

を行っています。

・場 所／レ・コード館 レ・コードホール 

・参加料／300 円 

・その他／飲み物等の持ち込みは自由です。 

 歌い継がれるふるさとの心。 

６月２７日（水）６月は古今東西さまざまな民謡曲を紹介します。 
 遠い記憶に想いをはせる郷愁あふれる曲を多数用意 ・時間／午前１０時３０分～ ・対象／就学前幼児 
しますので、ぜひお越し下さい。 
問合せ先 レ・コード館 TEL４５―７８３３ 両方とも申込は不要ですので気軽にお越し下さい。

【場所】レ・コード館図書プラザ おはなしのへや

【ミュージアム／レ・コードホール】

有料見学コース 無料開放 
平成 30 年 6 月 8 日（金）
10：00～17：00 

６月８日、レ・コード館は２１回目の誕生日を

迎えます。 

 これを記念して当日は有料見学コース（ミュー

ジアム／レ・コードホールを無料開放します。 

 皆さんのお越しをスタッフ一同、心よりお待ち

しております。 



 

－ ３ － 

「 い い

ね！」シ

ー ル の

場所

写真の思

いをつづ

った文の

パネル

 

みなさんのアルバムに、思い出の写真がねむっていませんか？  

   郷土資料館では、「新冠のくらし～ふるさとでの思い出の一枚」と題し、 

文化の秋に写真展を開催する予定です。 

そこで、みなさんが新冠で生活をして思い出に残っている写真を募集して 

展示したいと考えています。写真は大きく引き伸ばし、その写真にはせる 

思いもご紹介いたします。 

   つきましては、提供していただける写真や情報を募集いたします。 

募集要項をご覧になり、興味のある方はぜひ郷土資料館へご連絡ください。 

 

☆予定している特別展の目的☆ 
   町民の皆様から新冠での生活に関連する思い出の写真を 

提供していただきます。それを大きく引き伸ばしてパネルにします。 

さらにその写真にはせる思い出も紹介し、ふるさとを大切にする心を 

多くの人に知ってもらうことを目的としています。         

                           

 

☆特別展について☆ 
   提供いただいた写真や情報を活用し、秋頃に郷土資料館で展示会を開きます。 

提供者には、詳細が決まりましたら直接文書でお知らせいたします。 
  

【特別展で考えているユニークな要素や特典】 
    ○展示している写真やコメントを見た来館者で、共感できる場合は 

『いいね！』シールを貼ってもらいます。 
    ○特別展終了後、展示に使用した引き伸ばし写真パネルは、 

提供者にプレゼントします。 
 

☆展示のイメージ☆ 
 

 
 
 
 
 

 

 
写 真 

次のページに募集要項があります→ 



 
【募 集 要 項】 

 

☆どんな写真を募集しているの？☆ 
新冠に関連

－ ４ － 

するもので、みなさんそれぞれの思い出があれば何でも 
けっこうです。 

   （年代は問いません。カラー写真でも、白黒写真でも可です。）  
（例） 

○新冠ならではのイベントの写真（昔でも今でも） 
   ○今はもう見られないなつかしの風景や建物  
   ○戦時中、開拓時代の生活の様子    

○新冠で友人と遊んだひととき 
   ○新冠の施設を利用した結婚式     

○学校や保育所での思い出の行事 
   ○新冠でお仕事をしているひとときの様子 

（農業、漁業、その他） 
○忘れられないふるさとでの出来事  
○部活などのスポーツ大会で入賞した時の写真  などなど 
 

 
 
 
 
 
 

氷川神社での相撲大会（昭和30 年代）   新冠川いかだ下り（昭和60 年頃）      仲間とﾒﾛﾃﾞｨｰ大橋で（平成26 年） 

 
☆募集受付☆ 

情報提供いただいた写真は、こちらでデータにして取得後、返却します。 
  ①写真について情報提供していただける方は、郷土資料館まで 

お電話でご連絡お願いします。 
  ②後日、学芸員より写真や情報をいただくための調査について連絡を

いたします。郷土資料館に来館、もしくはご自宅に伺います。 
  ③調査にて記録した後、写真を返却いたします。 
 

☆写真募集のお申込み先・お問い合わせ☆ 
  写真や情報を提供について、またはお問い合わせは 
【新冠町郷土資料館 学芸員 新川 電話：４７－２６９４】まで 
お気軽にご連絡下さい。 

 



【レ・コード館自主企画委員会情報】 
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新冠陶芸サークル主催 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中中札札内内美美術術村村 

六六花花のの森森 見見学学ツツアアーー

≪行  程≫ 

 ７：５５ レ・コード館正面玄関集合 

  

 ８：００ レ・コード館前出発 

１１：００ 中札内美術村着 

       施設内見学 

        昼食は施設内レストラン 

１５：００ 道の駅中札内 出発 

１７：３０ レ・コード館到着予定 

        

 参加申込は、６月１３日（水）までにレ・コード館へ電話もしくはファクスでお申込み下さい。

申込にあたっては「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号（携帯電話など連絡の取れやすい番号）」

をお伝え下さい。 

 レ・コード館 電話：４５－７８３３  ファクス：４５－７７７８ 

※個人情報は本事業においてのみ使用します。 

※締切後のキャンセルについては保険料分 500 円のご負担をいただきます。 

※当日のキャンセルについては陶芸サークル・中山（携帯：080-4298-9250）まで連絡をお願いします。 

 新冠陶芸サークルでは、本年4月27日にオープンした六花亭が運営する中札内美術村と六花の

森の見学バスツアーを行います。 

 陶芸サークル会員の研修として行いますが、会員以外の方の募集も行いますので、この機会に見

学に行きませんか？ 

 
＜中札内美術村とは＞ 

 北海道十勝地方のおよそ145,000平方メートルの広大な敷地内に美術館やレストランが点在する中札内美術村。

 柏林に囲まれたまくら木の遊歩道を散策、美術館めぐり、食事をお楽しみいただけます。 
 2017年春にオープンした「美術村庭園」。春の新緑、秋の紅葉。山もみじのトンネルを抜けた先には真野正美

作品館がお迎えします。（六花亭中札内美術村ホームページより） 

＜期 日＞ 

平成 30 年６月２１日 木曜日 

 

＜対 象＞ 

町内在住の 18 歳以上の方 10 名 

 

＜参加費＞ 

一人３，０００円 

（昼食代、保険料、バス負担金等） 

 

＜集合・解散場所＞ 

レ・コード館 正面玄関前 

一一般般参参加加者者募募

－ ６ － 



【団体からのお知らせ】 
 

～ 新冠町女性コミュニティ会議からのお知らせ ～ 
 

５月９日に平成３０年度の総会が行われ、平成３０年度の事業計画が下記のとおり決定いたしました。 
 

●平成３０年度事業予定 

  「健康美容教室」（期日未定）  「ヨガ教室」（期日未定）  「救命救急講座」（期日未定） 

  「寄せ植え教室」（１２月）   「映画鑑賞会」（３月） 
 

また今年度は役員改選が行われ、新会長に梶川陽子さん（万世）が選任されました。 
 

会  長 梶川 陽子（万世） 

副 会 長 前山 美香（北星町）、宗元 典子（北星町） 

事務局長 益子  歩（美宇） 

監  事 筒田 凡枝（中央町）、藤田 美哉子（朝日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度もたくさんのご参加お待ちしておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

＝ 新冠町文化協会からのお知らせ ＝ 
 

 

新冠町文化協会の総会が５月１８日（金）にレ・コード館で開催され、平成３０年度の事業計画等が

協議されました。また、役員改選では鹿野会長が引き続き会長の任を務めることとなりました。 

 なお、新冠町文化協会は来年平成３１年に設立５０周年を迎えることから、記念行事の開催等につい

ても今後協議していくこととなっております。 

 

●平成３０年度事業予定 

 第４９回新冠町民文化祭 

   『芸能発表会』  １０月２１日（日） 午後１時から  レ・コード館 町民ホール 

   『総合作品展』  １０月２６日（金）～２８日（日） 午前１０時～午後６時（２８日は午後４時まで） 

               レ・コード館町民ホールで開催   ※展示準備は１０月２５日（木） 
 

鹿野 愼二（ブルーホース） 会  長 

栗山 哲弘（判官太鼓保存会）、中山 千鶴子（陶芸サークル） 副 会 長 

髙瀨 良寛（ドリプラひだか） 事務局長 

田村 佳重子（アトリエの会）、新川 剛生（ネイチャーズクラブ） 監  事 
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【図書プラザからのお知らせ】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『ガーデニング＆家庭菜園』特集  

図書プラザではただいまガーデニングや家庭菜園に関する特集コーナーを設けています。 

ベランダやお庭の手入れ、家庭で野菜や草花を上手く育てる参考にぜひご活用ください。 

● ６月８日から開放『 お日さまテラス 』 

図書プラザの中庭「お日さまテラス」は、レ・コード館開館記念日に開放です。 

草花の鉢植えや流れる雲を眺めたり…さわやかな風を感じながらおくつろぎください。 

◆開放する期間◆   ６月８日（金）～９月下旬まで  天気の良い日のみ  

６月のアニマル号巡回予定 

日  程 巡回場所 

 ７日（木） 10：10～10：30 朝日小学校 

１４日（木） 10：30～11：00 おうるの郷 

１５日（金） 

12：50～13：20 認定こども園ド・レ・ミ 

15：05～15：35 新冠小学校 

15：40～15：55 町民センター前（児童館） 

２１日（木） 
10：10～10：30 朝日小学校 

11：15～11：30 太陽郵便局 

２７日（水） 12：45～13：10 新冠中学校 

２９日（金） 

15：05～15：35 新冠小学校 

15：40～15：55 町民センター前（児童館） 

16：00～16：30 認定こども園ド・レ・ミ 

 

 

【発行】 新冠町教育委員会 社会教育課 社会教育グループ 

〒059-2402  新冠町字中央町 1-4  新冠町レ・コード館内 

    電話  0146-45-7600   ﾌｧッｸｽ  0146-45-7778      facebook.com/niikappurecord 

  http://www.niikappu.jp/kurashi/kyoiku/bunka-sports/record/index.html  ✉  record01@cocoa.ocn.ne.jp 

まなボードへのご意見・ご要望がありましたらご連絡ください 

まなボード７月号は、６月２２日（金）発行の予定です 
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４月２３日の「子ども読書の日」にちなみ、図書プラ 

ザでは４月２５日から５月１３日までこどもの読書週 

間事業を実施しました。「水辺のなかまたち」と題し、 

田んぼ、池など身近で見られる生き物や自然 

に関する本を集めた展示、布の絵本の限定 

貸出し、母の日をテーマにミニ展示も実施。 

工作教室では個性ほとばしる「こいのぼり 

パスケース」を楽しんで作ってくれました。 
できた～！ 

たくさんのご来場ありがとうございました。 


