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南南幌町は、生涯学習センター図書室を拠点として読み聞かせサ－クルと連携し南幌町は、生涯学習センター図書室を拠点として読み聞かせサ－クルと連携し、、

子どもの豊かな心を育て、言葉を学び創造力を豊かにすることを目的にさまざま子どもの豊かな心を育て、言葉を学び創造力を豊かにすることを目的にさまざまなな

事業を実施します。多くのみなさんの参加をお待ちしています事業を実施します。多くのみなさんの参加をお待ちしています。。

夏休み図書室読み聞かせ

ぽろろ図書室の絵本コーナーで、楽しい絵本の読み

聞かせを行います。

７月30日(土)・８月６日(土)10時30分～

ぽろろ図書室

キッズ・ライブラリアン

小学４年生から６年生を対象にした一日図書館司

書体験です。ぽろろ図書室の仕事を体験し、普段見

ることのできない図書室の裏側など新しい発見が

できるかも。

９月25日(日)９時～ ぽろろ図書室

講演会

「地球が教室 北海道」うごく絵本語り手のみなさん

を講師に迎え「いのちのまつり地球が教室」の上映

会と読み語りを行います。

９月開催予定 ぽろろ

すくすく広場訪問

読み聞かせサークルがすくすく広場を訪問し、人形

劇などをします。

12月６日(火)10時～ ぽろろ交流室

ブックスタート

７ヵ月健診時に赤ちゃんに

絵本の読み聞かせを実演

し、絵本２冊が入ったブッ

クスタートパックをプレゼ

ント

７ヵ月健診時 あいくる

出張読み聞かせ

みどり野幼稚園・いちい保

育園を訪問し、絵本の読み

聞かせやパネルシアターな

どを上演します。

年６回開催

・みどり野幼稚園２回

・いちい保育園４回

人形げきのつどい

読み聞かせサークルによる

手作りの人形劇です。人形

劇をはじめ、エプロンシア

ターやパネルシアターなど

楽しく上演します。

11月26日(土)10時20分～

改善センター

リサイクルブックフェア

ぽろろ図書室で除籍にな

った雑誌やご家庭から提

供された本を無料で提供

します。

家庭で不要になった本が

あればご連絡ください。

10月30日(日)10時～

ぽろろ

猿南幌町生涯学習センターぽろろ 378-6620
猿南幌町スポーツセンター 378-3190
猿南幌町子育て支援センター 378-2734 生生涯学習通生涯学習通信信
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はじめての方でも、自宅で美味しいパンが焼け

るようになります。

日 時 １回目６月15日我９：30～12：30

２回目７月13日我９：30～12：30

場 所 ぽろろ調理室

講 師 松島摩美氏

（ＡＢＣブレッドライセンス保有）

参加料 塾生／600円 一般／900円

定 員 ８名（先着順）

申込み ５月９日俄～５月27日画までにぽろろ

～超初心者でも簡単外～

はじめてのパン作り

栽培漆収穫漆料理まで挑戦外
ヤーコンやさつまいもなどの野菜栽培をとおし

て、みなさんで交流しませんか？

日 時 ５月19日牙９：30～11：30
※11月頃まで月１回のペースで開催

場 所 ぽろろ横の畑、調理室

講 師 中津和江氏（野菜ソムリエ）

新井ヨシ子氏（みらい塾運営委員）

参加料 塾生／無料 一般／300円

※別途材料費が必要なときがあります

定 員 15名程度

申込み ５月13日画までにぽろろ

みんなで作る無農薬野菜

ふるさと南幌みらい塾

野菜農家を訪ね、栽培中の野菜を見ながらプロ

の手ほどきを受けてみませんか？プロしかしら

ない裏ワザが聞けるかもしれませんよ外

日 時 ６月20日俄９：30～11：30

場 所 城地農園（ぽろろからバスで移動）

講 師 城地英紀氏（農業経営者）

宍戸厚志氏（みらい塾運営委員）

参加料 塾生／無料 一般／300円

定 員 20名程度

申込み ５月27日画までにぽろろへ

～土づくり漆野菜づくりの基本を学ぼう～

農家に学ぶ家庭菜園芸術鑑賞会

☆オープニング

なんぽろ俵つみ唄

保存会

日 時 ６月５日蚊

開場14：30・開演15：00

場 所 改善センター

入場料 無料（但し、整理券が必要）

※ぽろろ、スポーツセンター、改善センター

にて配布

主 催 南幌町文化協会、公益財団法人北海道文化財団

後 援 北海道、南幌町、南幌町教育委員会

問合せ ぽろろ

何か運動を始めたいと思っている女性を対象に
軽スポーツを気軽に始められる「レディーススポ
ーツ」を実施します。スポーツ指導員がウォーミ
ングアップからワンポイントアドバイスまで丁寧
に指導します。この機会にスポーツで心と身体の
リフレッシュをしませんか？

対 象 成人女性

内 容 ミニバレーボール、ミニテニス等

日 程 ５月９日から９月までの毎週月曜日

10：00～12：00（祝日・休館日を除く）

会 場 スポーツセンター

参加費 無料

その他 ・申込みの必要ありません

・運動しやすい服装でご参

加ください

問合せ スポーツセンター

レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーレディーススポーツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ

参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!参加者募集!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ぽろろ図書室では、町内の公共施設や、学校、

事業所などに図書の巡回を行っています。

ご希望の方はぽろろまでお問い合わせくだ

さい。

◆貸出冊数：500冊以内

◆貸出期間：４ヵ月以内

ふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささとととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡巡回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文ふるさと巡回文庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫庫
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コンサート
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新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新しししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室新しい教室でででででででででででででででででででででで

楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽楽しししししししししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいここここここここここここここここここここことととととととととととととととととととととがががががががががががががががががががががいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱぱいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!楽しいことがいっぱい!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

学校
掲示板

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校南幌小学校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 555555555555555555555555555555555555555555222222222222222222222222222222222222222222名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２ククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララスススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス新入生52名（２クラス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

♪岡田裕明校長 ♪新保秀樹教頭

２年生/36名（２クラス） ３年生/52名（２クラス）

４年生/51名（２クラス） ５年生/53名（２クラス）

６年生/61名（２クラス） 合計 /305名

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌 学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 55555555555555555555555555555555555555555551111111111111111111111111111111111111111111名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

♪松岡宏之校長 ♪阿久津淳子教頭

２年生/57名（２クラス） ３年生/55名（２クラス）

合計/163名

南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南南幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌幌 校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 1111111111111111111111111111111111111111111名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ クククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススス）））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））））

♪尾形雅史校長 ♪大西和仁教頭

２年生/14名（１クラス） ３年生/26名（１クラス）

合計/59名

教社会教育審議会委員を新たに委嘱教

社会教育事業の調査漆研究及び評価や関係機

関漆団体との情報交換を行い、行政と住民をつ

なぐパイプ役としての役割を担う社会教育審議

会委員が新たに委嘱されました。

平成28年度より２年間の任期で南幌町の社会

教育をより良い方向へ導きます。

任期：平成28年４月１日～平成30年３月３１日

副委員長
川上 裕一

委員長
田中 玲子

山本 隼
副委員長

小野島 直彦

松島 摩美松岡 宏之

相馬 明子西村 千恵子

石川 卓也角 尚史

永岡 真佐子穂山 直子

興南幌町立学校管理規則の一部を改正する規
則制定について

興南幌町立学校職員服務規則の一部を改正す
る規則制定について

提案し、承認されました。

蕎平成28年度南幌町小中学校教育の推進につ
いて

報告しています。

４月20日我第４回定例教育委員会開催結果

～市町村参加企画の募集について～

蕎第30回記念北海道マラソン2016蕎

北海道の夏を彩る一大イベントである北海道マラソンは今

年で30回を迎えます。記念大会として道内の全市町村から

各１名が出場できる「179市町村参加企画」が実施されま

す。

この機会に南幌町の代表選手として大会に参加してみませ

んか？

大会日時 ８月28日(日) ９時スタート

参加種目 フルマラソンまたはファンラン（11.5娃）

参加条件 次のいずれにも該当する方

■南幌町に居住している方

■フルマラソンの場合は、大会当日満19歳以上の男女

で５時間以内に完走できる方

ファンランの場合は、大会当日満16歳以上の男女で

１時間45分以内に11.5娃を完走できる方

選出人数 １名

参加費用 大会参加費は無料

※交通費及び宿泊費等は参加者負担

申込方法 スポーツセンターにある所定申込用紙に

必要事項を記入の上、５月20日画までにス

ポーツセンター窓口へ提出

選出方法 応募者多数の場合は抽選により決定

問合せ スポーツセンター
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日 時 ５月31日（火）13時30分から

場 所 ぽろろ３階 視聴覚室

おおもわずぞくりとしてしまう…身の毛もよだつおもわずぞくりとしてしまう…身の毛もよだつオオ

ムニバス・ショートホラムニバス・ショートホラーー外外

「いい人」 「ピクニック」 「ある部屋」「いい人」 「ピクニック」 「ある部屋」他他

上映作品：ぞくり 怪談夜話呪われた八編
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ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

水墨画ｻーｸﾙ作品展ぽ
５月31日まで

子育て
支援センター

【南幌いちい保育園】

緯378～2734

予約の必要はあり

ません。お気軽に

お越しください。

ふわふわランドな

どのメニューは

10:00～11:30です

月曜日～金曜日
８：30～11：30
15：30～17：30

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
10:00～11:10

ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
19:20～20:30

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド支
しゃぼん玉遊び

ふわふわランド支
車遊び

赤ちゃんサロン支
日向ぼっこ

ふわふわランド支
壁面作り

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド支
大型ブロック遊び

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

赤ちゃんサロン支
予防接種の受け方

【町保健師】

ﾏﾏのﾘﾌﾚｯｼｭﾀｲﾑ支
花の鉢作り

【託児あります】

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

スマイルランドふ

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド支
手作りおもちゃ

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド支
シール遊び

ﾁｭーﾌ゙ｽﾄﾚｯﾁス
14:00～14:45

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
10:00～11:10

ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
19:20～20:30

すくすく広場ぽ
【絵本セラピー＆お誕生会】
10:00～11:30

ｿﾌﾄｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
10:00～11:10

ﾁｭーﾌ゙ｽﾄﾚｯﾁス
14:00～14:45

ｴｱﾛ＆ｽﾄﾚｯﾁス
19:20～20:30

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

ふわふわランド支
支援室で好きな遊び

赤ちゃんサロン支
離乳食について

【町栄養士】

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂース
10:00～12:00

なんぽろMANABI家ス
15:45～16:30

ｷｯｽ゙ｽﾎ゚ ﾂース
15:30～16:30

さわやかｶﾚｯｼ゙ ぽ
９:30～11:30

あそびの達人教室 小
13:00～14:50

あそびの達人教室 ふ
15:20～16:30

ふるさと南幌みらい塾ぽ
９:30～12:00

テニス教室ス
９:30～11:30

町民プール
施設見学会プ

10:00～15:00

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂース
10:00～12:00

すくすく広場ぽ
【親子ふれあい遊び】
10:00～11:30

なんぽろMANABI家ス
15:45～16:30

さわやかｶﾚｯｼ゙ 改
９:30～11:30

ふるさと南幌みらい塾ぽ
９:30～11:30

あそびの達人教室 小
14:40～16:30

町民プール開設式プ
10:00～12:00

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂース
10:00～12:00

ﾁｭーﾌ゙ｽﾄﾚｯﾁス
14:00～14:45

ﾌ゙ｯｸｽﾀーﾄ・
子育てﾒｿｯﾄあ

９:30～11:30

なんぽろMANABI家ス
15:45～16:30

ｷｯｽ゙ｽﾎ゚ ﾂース
15:30～16:30

さわやかｶﾚｯｼ゙ 改
９:30～12:00

あそびの達人教室 小
14:40～16:30

テニス教室ス
９:30～11:30

ﾚﾃ゙ｨーｽｽﾎ゚ ﾂース
10:00～12:00

ｼﾈﾏｻﾛﾝぽ
13:30～15:00

あそびの達人教室 ふ
15:20～16:30

あそびの達人教室 ふ
15:20～16:30

あそびの達人
特別教室ぽ

９:30～12:00

あそびの達人
特別教室ぽ

９:30～12:00
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「さわやか折り紙展」ぽ
４月６日(水)～

少年団ﾌｪｽﾃｨﾊ゙ﾙス
４月16日(土)

スポーツセンター臨時休館
町民プール開設式の
ため９時から13時ま
で臨時休館します

町民プール
施設見学会プ

13:00～17:00
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