
レコードコンサートチラシ（小林くん）

今月

レコードコンサート 

郷土資料館ふるさと・再発見講座 図書

新 冠 町 民 憲

一、いつも、丈夫なからだをつくり、いきいきと

一、いつも、明るいあいさつをかわし、きまりを

一、いつも、たがいにはげまし合い、助け合

一、いつも、すすんで学び、文化の高い町

一、いつも、まわりを美しくし、自然を大切

昭和51）Ａ４ 

今月の主なお知らせ 

生涯学習講座 レ・コード館誕生記念日

図書プラザのお知らせ ６月行事予定・休館日等

【発行日：令和4年5月

憲 章 

いきいきと働く町にします。 

きまりを守る町にします。 

合う町にします。 

町にします。 

大切にする町にします。  

51年9月28日制定

レ・コード館の

ＲＥ（くつろぐ、再生、新

ＣＯＲＤ（ラテン語

大切な「・」です

ＲＥ・ＣＯＲＤ 

＝ 心の回復

大切

ＲＥの精神

日事業のお知らせ 

休館日等のお知らせ 

月27日】 

の「・」とは？

新たにの頭文字）と

語で心）をつなぐ

です

回復、心の再生、 

大切なものに帰る心 

精神とは 







       新冠町郷土資料館  ふるさと・再発見講座 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：新冠町教育委員会 
（担当：社会教育課社会教育Ｇ文化財係   

           ～郷土資料館  ４７－２６９４） 

これはなつかしい写

真だなあ 

いろんな子どもの行

事があったね 

保育所は地域に育て

られたんだね 
昔の生活の知恵はた

めになるなあ 

子どもへの思い 

が変わるかも… 

☆と き☆ 

  ６月１１日（土） 

１３：３０～１５：３０   

☆ところ☆ 

 レ・コード館 

      研修室１ 
   

☆協力（写真・話題提供）☆ 

 節婦・新冠保育所があった頃の元保育士 

 ＊司会進行・歴史解説は郷土資料館の学芸員が行います 

  

☆参加対象☆ 
 新冠町在住の大人 20 名程度 

・昔の生活や歴史に興味のある方 

・子育て世代の方  など 

  

☆参加お申込み☆ 

郷土資料館まで電話申込みく

ださい。（☎４７－２６９４） 

＊不在の場合は留守番電話に 

「お名前」・「電話番号」を入れてく

ださい。 

☆座談会の主な内容☆ 
 ◎なつかしい写真を見ながら、昔の保育

所生活や行事を知る。 

  ◎なつかしい出来事、昔の生活の知恵を

聞いて語り合う。 

◎子どもへの考え方、子育てのヒントを

聞いてみる。     など 

  気軽な雰囲気で楽しく進めます！ 

未就学児～児童の保護者の方 歓迎です！ 

〇お子さんの同伴も可能です。 

〇座談会途中の入退室も自由です。 

〇小休憩のスペースがあります。 



4月23日から5月15日まで開催したこどもの

終了しました。今年度は久しぶりにこども

午後あわせて４７名が『映画すみっコぐらし

事業期間中に実施した読書推進イベント

町内の幼児や小学生から「おすすめ本の

んなの「おすすめ本」を展示。図書館職員

が並びました。たくさんのご参加ご来場

ています

放

ご

図書プラザ

読み聞かせの

場所：図書
事前申込みは不要です。感染状況等

最新情報は

新型コロナウイルス感染予防対策とし、

☆★赤ちゃん絵本の読み聞かせ

６月２２日（水） 
午前１０時３０分～ ０歳～就学前

赤ちゃん向けの絵本の読み聞かせや手遊

したこどもの読書週間事業が

しぶりにこども上映会が開催でき、午前と

ぐらし』を鑑賞しました。 

イベント『スタンプラリー』では、

の感想カード」が寄せられ、み

図書館職員とは違う目線で選ばれた本

来場ありがとうございました！ 

レ・コード館誕生記念日事業

有料コース無料開放の中止

６月８日、レ・コード館は２５回目の
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止

ています有料コース（ミュージアム、レ・コードホール

放は中止いたします。楽しみにされていた方には

ご理解の程よろしくお願いいたします。 

プラザからのお知らせ 

システム

カード登録

を設けています

4 月以降

の皆さまには

効期限の更新手続

ています。

「ご住所

内容に変更

す。変更箇所

分証を提示頂

す。 

なお、利用者

手続き後も

お使いいただけます

かせの会「びっくり箱」のおはなし会

図書プラザ内【おはなしのへや】 
感染状況等により予告なく中止とする場合がございます

は図書プラザＨＰ等でご確認ください。 

保護者の方はマスク着用･手指消毒･検温等にご協力願

☆★定例おはなし

６月２５日
午後１時３０分～ 幼児

絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊

かせ★☆

就学前まで

手遊びなど 

誕生記念日事業

中止について

の誕生日を迎えます。 

感染症拡大防止のため、例年実施し

コードホール）の無料開

には大変恐縮ですが、

システム更新に伴い、利用者

登録に2年間の有効期限

けています。 

月以降、来館された利用者

さまには、カウンターで有

更新手続きをお願いし

住所」「連絡先」など登録

変更がないかを確認しま

変更箇所によって改めて身

提示頂く場合がありま

利用者カードは、更新

も同じものを引き続き

いいただけます。 

会

がございます。 

協力願います。 

おはなし会★☆★

日（土） 
幼児～小学低学年

手遊び・簡単な工作など 



６月行事予定

１日 水 
いきいき大学開講式 

図書プラザ夜間開館 
１６日 木 

２日 木 １７日 金 

３日 金 １８日 土 

４日 土 ブラックビートルズライブ １９日 日 

５日 日  ２０日 月 

６日 月  ２１日 火 

７日 火 ２２日 水 
図書プラザ夜間開館 

びっくり箱赤ちゃん絵本の読み聞かせ 

８日 水 
レ・コード館開館記念日

図書プラザ夜間開館 
２３日 木 生涯学習講座「手話講座①」 

９日 木 ２４日 金 

１０日 金 ２５日 土 びっくり箱定例読み聞かせ 

１１日 土 郷土資料館ふるさと・再発見講座 ２６日 日 

１２日 日  ２７日 月 

１３日 月 ２８日 火 プラスワンセミナー 

１４日 火 森山直太朗ライブ ２９日 水 図書プラザ夜間開館 

１５日 水 
図書プラザ夜間開館 

レコードコンサート 
３０日 木 生涯学習講座「手話講座②」 

６月の移動図書館車アニマル号 巡回予定 
日 時 巡 回 場 所 日 時 巡 回 場 所 

 ９日（木） 10:10～10:30 朝日小学校 １６日（木） 12:15～12:30 あおぞら 

１０日（金） 12:50～13:20 認定こども園ド･レ･ミ ２３日（木） 10:10～10:30 朝日小学校 

１０日（金） 15:05～15:35 新冠小学校 ２３日（木） 11:00～11:15 太陽郵便局前 

１０日（金） 15:40～15:55 町民センター前 ２４日（金） 15:05～15:35 新冠小学校 

１５日（水） 12:45～13:10 新冠中学校 ２４日（金） 15:40～15:55 町民センター前 

１６日（木） 10:30～11:00 おうるの郷 ２４日（金） 16:00～16:30 認定こども園ド･レ･ミ 

６月の休館日のお知らせ

レ・コード館・図書プラザ ６日、１３日、２０日、２７日 

新冠児童館 ５日、１２日、１９日、２６日

スポーツセンター・節婦体育館 ６日、１３日、２０日、２７日 

郷土資料館 ５日、６日、１２日、１３日、１９日、２０日、２６日、２７日 

【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
 Tel 0146-45-7833・7600  ／Fax 0146-45-7778 ／  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、お寄せください。

次回７月号は

６月２４日(金)発行予定です。


