ふるさとミュージアムコンテンツ ／ 図書館だより

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ
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今月のいいね

町内博物館のご案内

☎ 42-0394

博物館
アイヌ民俗資料館

博物館

アイヌ民俗資料館

ピュアプラザ町民ギャラリー

10時00分～18時00分
月曜・休日の翌日休館

９時00分～17時00分
月曜・休日の翌日休館

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

☎ 43-3094

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
E-mail shinhidaka-museum@car.ocn.ne.jp

ミュージアムレポート
「ヤヨペヨペ 国立アイヌ民族博物館ＰＲ展」

日胆地区博物館等連絡協議会総会・研修会

まちの魅力は、そこに住む人の生き方

５月16日（木）から６月17日（月）まで総合町民センター
６月５日（水）
、博物館において「地域おこし協力隊
員に学ぶ人口減少時代の博物館運営」をテーマにした研 において開催したＰＲ展は、多くの方のご来場をいただ
修会が開かれ、当町の糸井いくみ隊員から子どもたちが きました。
馬に関わるさまざまな人々を訪ねて、町、馬、 なお、このＰＲ展は、９月
仕事を知る「ひだかうまキッズ探検隊」の 14日（土）から23日（月）の
間、アイヌ民俗資料館でも開
活動について報告しました。
参加者は、日高ならではの取り組みに 催します。
聞き入っていました。

̺ͤ͢܁

図書館

本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

ホームページ http://www.shinhidaka-library.jp/
スマホ用 Web-OPAC http://www.shinhidaka-library.jp-opac/sp/

に現れる。
『今月のいいね』は、さまざ
まな分野で活躍中の「まちのひと」を
しんらい

こうせい

「新磊」共同代表

☜ 詳しくは、新磊のフェイスブックをご覧ください。

平成 30 年４月 1 日に三石地区

開 館 時 間 : 10時00分～18時00分
（本館のみ毎週木曜日は20時まで開館）
※木曜日が休日の場合は平常どおり

の 20 代から 40 代の方を中心に構
成する団体「新磊」を設立。昨年

7月の休館日 : １・８・22・29日㊊ 16日㊋ 26日㊎

8 月 11 日に総合町民センターでイ
ベント「みついしの夏休み 2018」

●今年もやります！「わくわくスタンプラリー2019」 《 本館新着情報 》
期 間
会 場

７月２日（火）～８月31日（土）
本館、三石分館、博物館、アイヌ民俗
資料館、ライディングヒルズ静内

き

が訪れ盛況を博しました。
現在メンバー 30 人、平均年齢

・美しき愚かものたちのタブロー／原田マハ

●三石分館こども上映会「おしりたんてい ププッと
かいけつ！おしりたんていとうじょう！」
と

を初開催。町内外から約 1,500 人

・百花／川村元気

29 歳の新進気鋭の若者たちの団体

・著作権法のしくみ ネット時代の基礎知識！

です。

・マンガ＆物語で読む偉人伝 新しい肖像

ところ 総合町民センター１階シアタールーム
申込み 不要

きしました。

当日は、初めてのイベントでいろいろと大変でしたが
「自分たちも楽しむ」という気持ちを忘れず、それを胸
に運営しました。来場者から喜びやはげましの声をかけ
ていただき、とてもうれしかったです。地元の人たちの
あたたかさを感じました。
また、自分たちの力だけではなく、多くの人たちから
のご支援やご協力があったからこそ、成功することがで
きたと強く感じています。
※５月 22 日に今年４回目
の会議を行った新磊の
皆さん。イベント開催
までに 10 回以上の協議
を重ねる。

（商工会三石支所）☎ 32‐3101

地元には若者たちがたくさんいます。農協や漁協、軽
種馬などの枠を超えて、若者たちだけで自由に面白いこ
とを企画してまちを盛り上げたいという思いからスター
ト（設立）しました。
当初は、自分たちと商工会職員の木口さんの３人でス
タートしましたが、今はメンバーが 30 人に増えました。

・かずあそび１～10のかず・すうじ【絵本】

《 三石分館新着情報 》

楽しいお話のあとは、みんなで縁日を楽しもう！

・旅は道づれきりきり舞い／諸田玲子

と き ７月27日（土）13時30分～14時30分
ところ 本館多目的集会室・テラス
申込み 不要

・めぐり逢いサンドイッチ／谷瑞恵
・椅子に座ってできるシニアの１, ２分間筋トレ体操55

●「ファイターズ読書企画」に挑戦しませんか？
図書館の本を読んで読書通帳に記入し、規定の冊数に到達
すると抽選でファイターズの試合にご招待！

対 象 小学１年生～６年生
申込み 事前申込みは７月25日まで

・虫ぎらいはなおるかな？
・すっきり見えて心地よいチュニック＆パンツ
・小学生のおもしろ科学実験身近なふしぎを発見！【児童】
・庭に咲く花えほん【児童】

※詳細は図書館にあるチラシをご覧ください。

・いきもの漢字図【絵本】

７月の読み聞かせ

■昨年を振り返って
毅

毅 はまなす文庫

毅

毅 【ところ】本館 おはなしのへや

毅

【と き】５日㊎ 14時30分～
毅 【ところ】総合町民センター プレイルーム

毅

毅 赤ちゃん絵本の読み聞かせ

毅

毅 おはなしたんぽぽ

毅

【と き】２日㊋ 10時30分～
毅 【ところ】本館 おはなしのへや

毅

毅 【ところ】三石分館 おはなしのへや

【と き】６・13・20日㊏ 11時00分～

shinhidaka 2019‐7

※写真は昨年の様子

■設立のきっかけ

渋沢栄一

津田梅子 北里柴三郎 【児童】

●季節のお話会「こどもたなばた会」
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設立の経緯やイベント開催への思いなどをお聞

しく雑草管理

※2回とも内容は同じです

毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け）

しんらい

した
「新磊」
の共同代表の磯貝さんと松本さんに、

【事務局】：新ひだか町商工会青年部

・草取りにワザあり！庭・畑・空き地、場所に応じて楽

７月20日（土）①10時30分～
②14時00分～

昨年の 8 月に「みついしの夏休み 2018」を開催

しんしんきえい

・孤独という道づれ／岸惠子
・ダーウィンの「種の起源」はじめての進化論

Vol. １

磯貝光請さん（左）と松本幸樹さん（右）

「７月 20 日㈯に三石海浜公園ふれあいビーチでみついし
の夏休み 2019 ～海～を開催しますので、皆さん、ぜひ
ご来場ください」と笑顔で話す代表の２人。

図書館からのお知らせ
町の教育施設を5か所まわりスタンプを集めて景品ゲット！

紹介していくコーナーです。

こうき

【と

き】６・13・27日㊏ 13時00分～

毅

初めてのイベント開催としては、率直に上出来だった
と思います。そして、一番の思い出は、子どもたちの笑
顔が最高だったことです。
「祭りをやる」
と言ったときは、
多くの人から
「バカじゃ
ねぇ」などと言われましたが、
メンバーを集い「バカ者、
若者がまちを変える」を合言葉に、
気持ちを一つにして、
当日まで懸命に取り組みました。

■今後について
７月 20 日㈯に開催する「みついしの夏休み 2019 ～海
～」は「キッズたちが喜び、大人も一緒になって夏の思
い出に残るイベント」がテーマです。
相乗効果として地場産品や地元商店の活性化などにつな
げていきたいと
思い、誰もが楽
しめるイベン
トを企画しまし
た。今年も成功
させたいです。
大切なことは
継続していく
こと。来場して
くれた子どもた
ちが成長し、将
来、この祭りを
引き継いでもら
えるよう、長く
続けていきたい
です。

2019‐７ shinhidaka
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