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びっくり箱「冬のお楽しみ会」お

郷土資料館のお知らせ 図書プラザ

今月の主なお知らせ 

レコードコンサートのお知らせ 女性コミュニティ会議【寄せ

お知らせ イルミネーションフェスタ

プラザのお知らせ １２月行事予定・休館日等

せ植え教室】お知らせ

イルミネーションフェスタお知らせ 

休館日等のお知らせ 



デジタル資料館「判官館

郷土資料館では、新冠町ホームページ

は前回に引き続き、「判官館とアイヌ文化

【③黒いキツネがいた伝説】 
アイヌ民族は、様々な伝説を生みだして
ます。動物や神様、中には妖怪が登場する
物語があります。新冠にも興味深いアイヌ
説が残されていますが、特に判官館は神秘
的なお話があります。その昔、「ピポク」と呼
れていた判官館付近には、「黒いキツネ」
いたとされています。このキツネは不思議
力を持っていて、アイヌ民族に危ないことが
きる時はあらかじめ教えてくれたり、助けてくれ
たりしました。ある時、ピポクの人々は敵から
め立てられ、生き残ったわずかの人たちが
の上に追いつめられました。もういよいよ駄目
かという時、神に祈りを捧げてからゴザを広
て岩から飛び降りました。すると不思議なことに
した。これは、判官館に住んでいる黒いキツネ
判官館は、鎌倉時代の武将である「源九郎判官義経
したが、義経とアイヌ民族が交流をしていたという
場所といえます。岬の方にはいろんな伝説
学んでみてはいかがでしょうか。 

なります。以前の新冠には湿地が多くあり
に飛び乗りながら遊んだということです。その
になると、邪魔な存在になったことから、いた
い植物となりました。 
タコッペの呼び名は、アイヌ語が由来となっています
じ日高管内の平取町には、この植物がぴょんぴょん
判官館の湿原には、エゾノリュウキンカや
花が彩り添えています。あたたかくなったらぜひ
て下さい。 

郷土資料館情報

判官館のアイヌ文化を
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をしていたという言い伝えも残されており、アイヌ文化に関連
伝説の看板がありますので、ぜひ足を運んで判官館

【④大切にしたいタコッペ

判官館森林公園を歩いていると
ペ湿原」という木道で散策
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られるタコッペは、昔々から

くあり、この植物はどこでも見られる存在でした。昔の
その独特な様子から「ヤチボウズ」とも呼ばれていました
いたる所にあったタコッペは取り除かれてしまい、

となっています。昔のアイヌ民族は、「タクッペ」と
がぴょんぴょん飛び跳ねる妖怪として捉える言い伝
やミズバショウ、ホザキシモツケ、ツリフネソウなど
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BOOWY
１２月のレコードコンサート

２０２１．１２．１５（wed)　　　
１９：００～２０：１０　　　　　  
新冠町レ・コード館　　　　　　　  
　　　レ・コードホール　　　　　

　現在のロックバンドのロールモデルとも言える最高のバンド『BOOWY』。
　1981年に結成し、今年で４０周年を迎えます。
　活動年がわずか7年間だったにもかかわらず、今も当時のファンに根強く愛される『BOOWY』
の楽曲をレ・コード館にてお楽しみください。

　次の感染対策を講じます。通常と異なる点がありますので、ご注意ください。　
　♪  参加される方は「マスク着用」「手指消毒」「検温」をしていただきます。
　♪  ソーシャルディスタンス確保のため定員を12名とし、事前申し込み制といたします。
　♪  開催時間を1時間に短縮いたします。（途中休憩あり）
　♪  飲料の提供を中止いたします。（持込は可能です。）　　　ご理解とご協力をお願いします。

申し込み・お問い合わせ先

新冠町レ・コード館　【新冠町教育委員会社会教育課】
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：０１４６ｰ４５ｰ７８３３

入場料：１００円
【中学生以下無料】
定　員：１２名
【定員に達し次第、締め切ります】

受付開始：１２月1日～

４０



 

 

≪参加申込について≫ 

１１月２９日（月）から１２月１５日（水）までに、女性コミュニティ会議事務局 

（レ・コード館）へ電話または直接お申込み下さい。 

レ・コード館  電話：４５－７８３３ 

※直接お申込みされる方は、レ・コード館事務所へお越しください。 

 

新冠町女性コミュニティ会議主催 

寄せ植え教室 

令和３年１２月２３日（木） 
①午後１時３０分～２時３０分 

②午後７時００分～８時００分 

（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１ 

参加料：一人８００円 

定員：各時間 先着３０名 

持物：寄せ植えを入れる袋 
※ 作業をしますのでエプロンやゴム手袋 

などが必要な方は持参して下さい。 

主催： 新冠町女性コミュニティ会議   後援：新冠町教育委員会 

 

参加対象：町内在住の１８歳以上の女性 

※定員になり次第締め切ります。 

新型コロナウィルス感染予防対策として、当日は必ずマスクの着用にご協力下さい。 

また、ウィルスの感染状況によりましては、事業が中止となる場合がございますので、ご了承下さい。 

講師：㈲グリーンハウス 

          伹野 裕之 氏 





びっくり箱の

冬のお楽しみ会
日時　１２月４日（土曜日）
　　　午後１時３０分から
場所　新冠町レ・コード館　　　　
　　　　　　　町民ホール

!"#$%&'()*#+,-./
新冠町教育委員会

新型コロナウイルス感染予防のため
マスク着用・検温・手指消毒・距離
を取っての参加をお願いします

参加には申し込みが必要です

申し込み先・お問い合わせは
新冠町レ・コード館図書プラザ
（℡ 0146-45-7777）まで

※状況により中止になる場合があります

１２月の定例おはなし会・
赤ちゃん絵本の読み聞かせは

お休みします

大型絵
本・ス

クリー
ン絵本

人形劇
・ブラ

ック音
楽など

楽しい
出し物

がいっ
ぱい♫
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『読む・知る・学ぶ』をおたすけ 

 月１回 アニマル号 訪問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字が大き く印刷さ れ た  

       大活字本
だ い か つ じ ぼ ん

 おためしください♪  

      大活字本のタイトル数は毎年追加しています！  

 

新冠町レ・コード館 図書プラザ 電話（０１４６）４５―７７７７ 

訪問対象－次のいずれかに該当する町内在住者 

・満６５歳以上の方 

・身体障害者手帳等の交付を受けている方 

・妊婦または乳児がいる家庭、在宅介護されている方 

・その他 施設利用がむずかしい方 

サービス申込み（訪問日時の打合せ等）は、ご本人またはご家族・親族、 

離れて暮らすご家族からのご依頼もお受けしています。 

『自分で街まで行けない』 『家を離れられない』  さまざまな事情により施設に来館

できない方のご自宅付近へ 移動図書館車が訪問するサービスを ご存じですか？ 

寒くなるこの季節 おうち時間の充実に図書プラザの蔵書をぜひお役立てください。 

訪問サービスの利用は短期間でも お気軽にご相談ください。 



読み聞かせの会
１２月４日（土）に「冬のお楽しみ

読み聞かせ」はお休みいたします。「

追悼展示 

「エリック・カールの

えほんの世界

今年５月に９１歳で亡くなった絵本作家

エリック・カールさんを偲び、追悼展示

行っています。 

『はらぺこあおむし』をはじめとした

世界中で愛される色彩豊かな絵本の

を、ぜひご覧ください。 

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

世界」

絵本作家

追悼展示を

をはじめとした、

の数々

らせ
」「赤ちゃん絵本の

確認ください。 



アニマル号 １２月の運行予定  
日   時 巡 回 場 所 日   時 巡 回 場 所 

２日（木） 10:10～10:30 朝日小学校 １５日（水） 12:45～13:10 新冠中学校 

９日（木） 10:30～11:00 おうるの郷 
１６日（木） 

10:10～10:30 朝日小学校 

１０日（金） 

12:50～13:20 認定こども園 ド・レ・ミ 11:00～11:15 太陽郵便局前 

15:05～15:35 新冠小学校 

１７日（金） 

15:05～15:35 新冠小学校 

15:40～15:55 町民センター前 15:40～15:55 町民センター前 

アニマル号で借りた本は図書プラザでも返却できます 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。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

社会教育施設 １２月の休館日

１２月行事予定
１日 水 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 びっくり箱「冬のお楽しみ会」 
リモートイルミネーションフェスタ2021

１９日 日 

２０日 月 

５日 日 ２１日 火 

６日 月 ２２日 水 図書プラザ夜間開館 

７日 火 ２３日 木 女性コミュニティ会議 寄せ植え教室 

８日 水 図書プラザ夜間開館 ２４日 金 

９日 木 ２５日 土 

１０日 金 ２６日 日 

１１日 土 ２７日 月 

１２日 日 ２８日 火 

１３日 月 ２９日 水 図書プラザ夜間開館 

１４日 火 ３０日 木 年末年始特別休館

１５日 水 

図書プラザ夜間開館 

子ども芸術劇場 

レコードコンサート 

３１日 金 年末年始特別休館

レ・コード館（図書プラザ） 6日、13日、20日、27日、30日、31日 

児童館 5日、12日、19日、26日、30日、31日

スポーツセンター・節婦体育館 6日、13日、20日、27日、30日、31日 

郷土資料館 5日、6日、12日、13日、19日、20日、26日、27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
  0146-45-7833・7600  ／fax 0146-45-7778 ／  record01@cocoa.ocn.ne.jp

まなボードへのご意見や
ご要望をお寄せください 

次回２０２２年１月号は

１２月２４日(金)発行予定


