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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、きまりを守る町にします。 

一、いつも、たがいにはげまし合い、助け合う町にします。 

一、いつも、すすんで学び、文化の高い町にします。 

一、いつも、まわりを美しくし、自然を大切にする町にします。  

昭和51年9月28日制定

レ・コード館の「・」とは？

ＲＥ（くつろぐ、再生、新たにの頭文字）と

ＣＯＲＤ（ラテン語で心）をつなぐ 

大切な「・」です

ＲＥ・ＣＯＲＤ 

＝ 心の回復、心の再生、 

大切なものに帰る心 

ＲＥの精神とは 



郷土資料館情報

特別展「新冠御料牧場

か両町にまたがる広大な敷地が記された

☆★☆★☆★☆★開催場所
新冠町郷土資料館  1階ロビー

新冠町レ・コード館 交流の

古い写真や資料を展示しています。タイミングが

るチャンスも。郷土資料館での展示終了後、レ･

郷土資料館情報

新冠御料牧場を振り返る」開催中

｢御料牧場

設から今年で

ました。 

郷土資料館

年にちなみ「

り返る」と題

しています。

新冠町の郷土史

い「御料牧場

重な写真のほか

された資料など貴重な収蔵物を展示しています

開催場所と期間★☆★☆

ロビー  令和４年11 月4 日（金）～12 月
の広場 令和４年12 月9 日（金）～12 月28

がよければ学芸員の説明を聞け

･コード館で移動展を行います。

開催中!!

御料牧場｣は明治５年の開

で１５０年を迎え

郷土資料館ではこの節目の

「新冠御料牧場を振

題した特別展を開催

。

郷土史に欠かせな

御料牧場」の開拓当時の貴

のほか、新冠・新ひだ 

しています。 

★☆★☆★☆
3 日（土） 
28 日（水） 











≪

１１月２８日（月）から１２

（レ・コード館）へ電話または

レ・コード

※直接お申込みされる

新冠町女性コミュニティ会議主催

寄せ植

令和４年１２月２２
①午後１時３０分～３時

②午後７時００分～８時

（受付 午後１時１０分～） 

（受付 午後６時４０分～） 

会場： レ・コード館 研修室

参加料：一人８００

定員：各時間 先着３０

主催： 新冠町女性コミュニティ

参加対象：町内在住の１８歳以上の

※定員になり次第締め切

新型コロナウィルス感染予防対策として

また、ウィルスの感染状況によりましては

≪参加申込について≫ 

１２月１６日（金）までに、女性コミュニティ

または直接お申込み下さい。 

コード館  電話：４５－７８３３ 

みされる方は、レ・コード館事務所へお越しください

会議主催

植え教室

２２日（木） 
時００分 

時３０分 

研修室１

８００円

０名

持物：寄せ植えを
※ 作業をしますのでエプロン

などが必要な方は持参

コミュニティ会議   後援：新冠町教育委員会

の女性

切ります。

として、当日は必ずマスクの着用にご協力下さい

ましては、事業が中止となる場合がございますので、

講師： ㈲グリーンハウス

伹野

コミュニティ会議事務局 

しください。 

教室

を入れる袋 
エプロンやゴム手袋 

持参して下さい。 

新冠町教育委員会

さい。

、ご了承下さい。

グリーンハウス

伹野 裕之 氏



図書プラザ

読み聞かせの会
１２月３日（土）に「冬のお楽しみ

読み聞かせ」はお休みいたします。「

４名ずつのグループに分かれて着席し

自分の好きなもの、絵本を読んだ感想などを

初対面の方同士でもすぐに打ち解け、次第

れ、改めて絵本の素晴らしさを感じながら

プラザからのお知らせ 

会「びっくり箱」 からのお知らせ
しみ会」を開催するため、「定例読み聞かせ」「

。「冬のお楽しみ会」の詳細はチラシをご確認

「

１１月９日、図書プラザの秋の読書週間事業

町内在住の絵本セラピスト○武田明美氏を

りに「大人のための絵本セラピー」を実施

新冠町、新ひだか町から１６名の方に参加

し、講師の絵本の読み聞かせを聞き、グループ

などを話すグループワークを行いました。絵本

次第に会場内には笑い声が響き、終始穏やかな

じながら、癒しのひとときを体験していました。 

らせ
」「赤ちゃん絵本の

確認ください。 

読書週間事業の一環として、

を講師に迎え、２年ぶ

実施しました。 

参加いただきました。 

グループごとに自己紹介や、

絵本を媒介とすることで、

やかな雰囲気のなか進めら



１２月行事予定
１日 木 １６日 金 

２日 金 １７日 土 

３日 土 
イルミネーションフェスタ2022 

びっくり箱の冬のお楽しみ会
１８日 日 バンドフェスティバル2022 

４日 日  １９日 月 

５日 月  ２０日 火 

６日 火  ２１日 水 図書プラザ夜間開館 

７日 水 図書プラザ夜間開館 ２２日 木 女性コミュニティ 寄せ植え教室 

８日 木 ２３日 金  

９日 金 ２４日 土 

１０日 土  ２５日 日 

１１日 日  ２６日 月 

１２日 月 ２７日 火 

１３日 火  ２８日 水 図書プラザ夜間開館 

１４日 水 
図書プラザ夜間開館 

レコードコンサート 

２９日 木 

３０日 金 年末年始特別休館

１５日 木 ３１日 土 年末年始特別休館 

１２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 

 １日（木） 10:10～10:30 朝日小学校 １４日（水） 12:45～13:10 新冠中学校 

 ２日（金） 12:50～13:20 認定こども園ド･レ･ミ １５日（木） 10:10～10:30 朝日小学校 

 ２日（金） 15:05～15:35 新冠小学校 １５日（木） 11:00～11:15 太陽郵便局前 

 ２日（金） 15:40～15:55 町民センター前 １６日（金） 15:05～15:35 新冠小学校 

 ８日（木） 11:00～11:15 おうるの郷 １６日（金） 15:40～15:55 町民センター前 

 ８日（木） 12:15～12:30 あおぞら １６日（金） 16:00～16:30 認定こども園ド･レ･ミ 

１２月の休館日のお知らせ

レ・コード館・図書プラザ ５日、１２日、１９日、２６日、３０日、３１日 

新冠児童館 ４日、１１日、１８日、２５日、３０日、３１日

スポーツセンター・節婦体育館 ５日、１２日、１９日、２６日、３０日、３１日 

郷土資料館 ４-５日、１１-１２日、１８-１９日、２５-２６日、３０日、３１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１月号は

12 月23 日(金)発行予定です。


