社会教育施設
設等の休館につ
ついて
新型コロナウイルス
ス感染症拡大防止に伴い、社
社会教育施
設等については、５月３１日（月）まで休館して
ております。
６月１日（火）以降
降の再開につきましては、今
今後の感染
状況等により決定致し
しますので、ご了承願います
す。
なお、施設の再開日
日程につきましては、改めて
てお知らせ
致します。
利用者の皆さまには
はご不便をおかけいたします
すが、ご理
解の程よろしくお願い
い致します。
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※緊急事態宣言の延長や感染状
状況等により、休館期間が延長される場
場合があります

今
今月の主なお知らせ
施設等の休館のお知らせ
郷土資料館からのお知らせ

レコー
ードコンサート及びレ･コード館誕生記念日事
事業中止のお知らせ
図書
書プラザからのお知らせ

行事・休館
館等のお知らせ

新 冠 町 民 憲 章
一、いつも、丈夫なからだをつくり、いきいきと働く町に
にします。
にします。
一、いつも、明るいあいさつをかわし、きまりを守る町に
げまし合い、助け合う町にします
す。
一、いつも、たがいにはげ
一、いつも、すすんで学び、文化の高い町にします。
します。
一、いつも、まわりを美しくし、自然を大切にする町にし
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６月のレコードコンサート中止につ
ついて
６月のレコードコンサートは、
、新型コロナウイルス感染症の感染拡
拡大を受け、中止
いたします。７月以降の開催につ
ついては、決まり次第「まなボード」や
やレ･コード館フ
ェイスブック等でお知らせいたします。

レ・コード館 誕生
生記念日事業の中止に
について
６月８日にレ・コード館は２４
４回目の誕生日を
迎えます。
今年度は新型コロナウイルス感染症
症拡大防止のた
め、例年実施しています有料コース（ミュージアム、
止いたします。
レ・コードホール）の無料開放は中止
楽しみにされていた方には大変恐縮
縮ですが、ご理解
の程よろしくお願いいたします。

郷土文化研究会の
の活動～

郷土資料館情報

「古写真研究」
「野外展示整備」行って
ています！
郷土資料館の関連団体である「新
新冠郷土文化研究会」では、郷土の歴史や風景を後世に伝え
るため、各種活動を行っています。
選定し、今後「写真
「古写真」にまつわる活動では、新冠の様子が写ったなつかしの写真を選
っています。市街地や地域の昔、今は行わ
われていない行事、
集冊子」に仕上げるため研究を行っ
学校での思い出など、写真を通して
て郷土の歴史がたどれるよう様々な話し合
合いをしています。
写真集冊子は今年度中に発刊予定で
です。
「野外展示」の整備は、資料館の前
前庭にある「カ
ヤ葺小屋」
「御料牧場時代の牧柵」の
の補修を行って
います。現在、小屋のカヤが古くな
なってきている
ことから、カヤの葺き替えを行って
ています。ぜひ、
きれいになったカヤ葺小屋を見に来
来て下さい。

【郷土資料館事業延期のお
お知らせ】
5 月 29 日（土）開催予定の「新冠市街地の
の歴史探訪～町あ
るき」は、新型コロナウイルス感染拡大に
により、延期とさせ
ていただきます。今後、感染の状況を踏ま
まえて、開催時期等
を検討いたします。 （問合せ：資料館
館℡47-2694）

をしている様子
▲カヤの葺き替えを

図書プラ
ラザからのお知らせ
読み聞かせの会「
「びっくり箱」おはなし会につ
ついて
６ 月 の び っ く り 箱 の 「 定 例 お は な し 会 」「 赤ちゃん
コロナウイルス感染症の感染拡大を
絵本の読み聞かせ」は、新型コ
受け、中止といたします。
７月以降の開催については、
、再開が決まり次第、
「まなボード」
や図書プラザＨＰ、館内掲示ポ
ポスター等でお知らせいたします。

図書プラザＨＰ

こどもの読書週間事業 読書
書推進イベント 母の日工作会

「

カーネーションのパフェ
パ をつくろう 」 を開催しました！

５月８日(土)に読書週間事業
の一環とし、図書プラザで母
の日工作会を開催しました。
幼児～小学４年生まで計６名
が参加。毛糸、画用紙、封筒、
お花紙など様々な材料を、ち
ぎったり、丸めたり、切った
り、貼ったりしてカップへぎ
ゅっと詰めたら、カーネーシ
ョンと手書きのメッセージを
トッピング！世界に一つだけ
のパフェが完成しました♪

６月の行事予定について
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令等があり、予断を許さない状況が続
いています。そのため、６月の社会教育課主催事業についても開催が未定となっております。
今後の事業については、開催が決まりましたら町政事務委託文書等で別途お知らせいたし
ます。町ＨＰの社会教育課のページやレ･コード館フェイスブックなどでも最新情報がご覧いた
だけますのでご活用ください。
また、休館が長期化することも考えられます。休館情報等についても、ＨＰやフェイスブック
でお知らせいたしますのでご覧ください。

レ･コード館フェイスブック

新冠町ＨＰ内 レ･コード館情報ページ

社会教育課の事業の
案内や報告など発信
中。写真や動画でも
ご覧いただけます。

新冠町ＨＰ内のレ･コード館情報
ページです。事業案内や、休館の
お知らせなどをご覧いただけま
す。

アニマル号 ６月の運行予定
日

時

巡回場所

３日（木） 10:10～10:30 朝日小学校
１０日（木） 10:30～11:00 おうるの郷
12:50～13:20 認定こども園 ド・レ・ミ
１１日（金） 15:05～15:35 新冠小学校
15:40～15:55 町民センター前

日

時

巡回場所

１６日（水） 12:45～13:10 新冠中学校
１７日（木）
２５日（金）

10:10～10:30 朝日小学校
11:00～11:15 太陽郵便局前
15:40～15:55 町民センター前
16:00～16:30 認定こども園 ド・レ・ミ

※今後の状況により、運行が中止となる場合がございます。アニマル号で借りた本は図書プラザでも返却ができます。

社会教育施設 ６月の休館日
レ・コード館（図書プラザ） 7 日、14 日、21 日、28 日
児童館

6 日、13 日、20 日、27 日

スポーツセンター・節婦体育館 7 日、14 日、21 日、28 日
郷土資料館

6 日、7 日、13 日、14 日、20 日、21 日、27 日、28 日

※緊急事態宣言の延長に伴い、休館が延長された場合、休館日が変更となることがございます。
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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 25 日（金）発行の予定です。

