インターネット・ゲーム依存症
世界のホットドリンクレシピ
まいにちの中高生のお弁当 250
アンブラッセ

吉田 明代監修
岡田 尊司
誠文堂新光社編
食のスタジオ
阿刀田 高

雪炎

馳 星周

ㅍߞߡ߹ߖࠎߢߒߚޕᄢᄌㆃߊߥࠅ߹ߒߚޕ

あなたの町のカー & ライフサポーター！！

千春の婚礼

平岩 弓枝

ਅ⸥ߩߣ߅ࠅᐢႎᐢ๔ࠍᚑߒ߹ߒߚߩߢޕߐߛߊ⏕ߏޔ

高倉健孤高の生涯 上・下

嶋崎 信房
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御松茸騒動
サーカスナイト

朝井 まかて
よしもと ばなな

暗号名は「金沢」

西村 京太郎

谷崎潤一郎の恋文

谷崎 潤一郎

☆イベントカレンダー

☆図書プラザの利用登録はお済みですか？

４月 25 日（土）１3：30 ～ びっくり箱のおはなし会
４月 28 日（火 )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

図書プラザの本や雑誌、DVD を借りる場合には利用
登録が必要です。町内にお住まいの方は必要事項をご
記入いただくだけで、その場で登録し、利用者カード
をお渡しできます。
（町外の方は身分証が必要です。
）
０歳児から登録可能ですので、お気軽に図書プラザカ
ウンターへお申し出ください。

４月 23 日の子ども読書の日からゴールデンウィー
クをはさんで５月 12 日までは「こどもの読書週間」
また、すでに利用登録をされている方で、住所や
です。期間中は図書プラザにおいても、こどもたちが 電話番号を変更された場合もカウンターまでお知らせ
楽しめるよう各種事業を計画しておりますので、どう ください。
ぞご来館ください。詳細については、次号のまなボー ●問い合わせ先
ドでお知らせ致します。
レ・コード館図書プラザ ☎ 0146・45・7777
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北海道シネマの風景 「北の映像ミュージアム」推進協議会編

図書プラザからのお知らせ

☆こどもの読書週間のお知らせ

13

お知 ら せ コ ー ナ ー

自分でできるやさしいお灸

平塚 柾緒
吉岡 明子

●お問い合わせ先

玉砕の島々
「イスラーム国」の脅威とイラク

島田 裕巳

日高振興局保健環境部環境生活課自然環境係

16：00 ～ 16：15 あいあい荘（東町生活館）

なぜ日本人は戒名をつけるのか

11 27 20 13

10

☎０１４６・２２・９２５４

朝日小学校
４月 16 日 10：10 ～ 10：30
11：00 ～ 11：15
太陽郵便局
朝日小学校
23 日 10：10 ～ 10：30
10：45 ～ 11：00
こたにがわ学園
新冠小学校
24 日 15：05 ～ 15：35
15：40 ～ 15：55 にこにこクラブ（児童館）
16：00 ～ 16：30 認定こども園ド・レ・ミ
16：35 ～ 16：50 あいあい荘（東町生活館）
朝日小学校
30 日 10：10 ～ 10：30
11：00 ～ 11：30
おうるの郷
朝日小学校
５月 14 日 10：10 ～ 10：30
11：00 ～ 11：15
太陽郵便局
15 日 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 にこにこクラブ（児童館）

新 着ガ イド

札幌弁護士会
ひだか弁護士相談センター

アニマル号（移動図書館車）運行日程

春のヒグマ注意
特別期間

作りの極意も満載。

●特別養護老人ホーム「恵寿荘」
に役立ててと
☆藤原 則行
（古布１袋）
☆佐藤 順子
（古布２袋）
☆高橋 満郎
（大根 75kg）
☆芽呂女性部
（古布１袋）
☆小松 キミ
（古布１箱・ティッシュ 10 箱）
☆ボランティアグループちょぼら
（カット布６袋）
●国保診療所に役立ててと
☆浅野 ノブ
（古布１箱）
新冠町社会福祉協議会へ
●香典返しに代えて
ᣂ߶ߊߣ
☆久 慈 英 俊 （30,000 円）
☆小 岩 ふ き （20,000 円）
ޓޓᚻࠅᎿᚱࡒ࡞࠻ޓ
☆本ޓޓޓޓᷰㄝޓᄢ༑ޓ᭽
郷 和 彦 （30,000 円）

☆武
田 洋 一 （30,000 円）
ޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓޓ㧔6'(#:ޓ㧕
☆小 泉 弘 明 （30,000 円）

○センター開設日
日（月）
・ 日（水）
４月
日（月）
・ 日（水）
日（月）
・ 日（水）
５月 - 日（月）
※必ず事前にご予約ください。
●ご予約・お問い合わせ先
ひだか弁護士相談センター
☎０１４６・４２・８３７３

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。

ご寄附ありがとう
ございました。 （敬称略）

４月１日から５月 日までは、
「春の
ヒグマ注意特別期間」です。不幸な事故

著者と息子が過ごした弁当にまつ
わる日々のことを綴る。秘伝の調味
料、特製おかずのレシピなど、弁当

管理棟 TEL:0146-47-4466

を防ぐために大切なのは、ヒグマに出会
わないことが一番。ヒグマに出会わない
ポイントを確認しましょう。
☆音をだしながら歩く

二日酔いの朝も、早出の朝も…。
弁当慣れしない父が、毎朝高校生の
息子につくった弁当 461 食。

オープン：４月 15 日（水）９時

☆うす暗いときは山に入らない
☆ヒグマのフンや足あとなどを見つけ

マガジンハウス / 渡辺俊美著

今年もパークゴルフの季節がやっ
てきました。皆様のお越しをお待
ちしております。

たら、すぐに引きかえす
ゴミはヒグマを呼びよせます。絶対に
ゴミを捨てたりせず、すべて持ちかえり
ましょう。また、動物の死体を見つけた

461 個の弁当は、
親父と息子の男の約束。

夜間開館のお知らせ

ら、すぐにその場所から離れましょう。

新冠町西泊津ヒルズパーク・
パークゴルフ場オープン

今月の一冊

ࠃࠈߒߊ߅㗿ߚߒ߹ߔޕ

TEL. (47)-2820

O A・文具

リバティーはしもと

ココロも満タンに
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新和 SS (47)-5011 新冠 SS (47)-3830

株式会社 伊藤商会
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広報にいかっぷに
広告を掲載しませんか？

ıĲĵķĮĵĸĮĵĹĸĹ
ıĲĵķĮĵĸĮĵĹĸĺ

料 金 一回 3000 円
サイズ ４cm ×５．
５cm
詳しくは、企画課まちづくりＧ
広報統計係までご連絡ください。
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☎ 0146-47-2498
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