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第113号

第８回いまかね図書まつり第８回いまかね図書まつり 実行委員および発表・展示の募集について実行委員および発表・展示の募集について
いつもとちがう一日を過ごしてみませんか？
                        本が好きな人もそうじゃない人も思わぬ出逢いが待っています！

〈図書まつりの日程〉

〈募集案内〉

■日　時：　平成23年11月13日(日)　　午前10時スタート(予定)
■会　場：　今金町民センター　全館

◇申込方法　　名前・参加内容・連絡先を電話またはＦＡＸでお知らせください。
◇申込期限　　実行委員／９月17日　　ステージ発表・作品展示／９月24日
◇申 込 先 　 今金町民センター図書室　担当：船木
　　　　　　　ＴＥＬ・ＦＡＸ　０１３７－８２－２８２２
　　　　　　　【営利目的での発表、展示はお断りしております。】

総合文化祭に出展・出演しませんか？
　今金町文化協会(近藤弘毅会長)では、日

頃の文化活動の成果を発表し、町民の文化芸

術の鑑賞機会を提供することを目的に毎年秋

に総合文化祭を開催しています。今年の第42

回大会は下記の日程で開催されます。

　文化協会に加盟していない団体や個人でも

文化祭に参加することができます。ただし、

営利を目的とするものはお断りしています。

参加をご希望の方は事務局(社会教育グルー

プ)へお問い合わせください。

　詳細は、後日、新聞折り込みチラシをご覧

ください。
☆作品展示　　　　　　
・と　き　10月29日(土) ～ 10月31日(月)
・ところ　総合体育館

▲
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★ステージ発表
日頃の活動や物語など本に

関わる世界をいろいろなア

イデアで表現してみません

か？渡島・檜山管内の皆様

の参加もお待ちしておりま

す。※発表時間は10分程度

★実行委員
準備から当日の運営まで、

スタッフとして参加してみ

ませんか？たくさんの人と

の出逢いを一緒に楽しみま

しょう！！

自分の作った作品や、本を

通した日頃の成果の展示で、

当日来て下さった人たちと

の交流を深めてみません

か？

★作品展示

☆芸能まつり　　　　　　

・と　き　10月30日(日)

・ところ　町民センター

今金高等養護学校プールが一般開放されました！今金高等養護学校プールが一般開放されました！
　今金高等養護学校のプールが、７月27日
～ 29日と８月１日～４日の期間、一般開放
され、530名の子どもたちが利用しました。
今年も小学１年生～３年生を対象とした水泳
教室（今金町水泳協会主催）も行われ、水泳
の楽しさを知るきっかけとなりました。
　また、今年から小学４年生～６年生を対象
に泳力の向上を目的とした水泳教室（教育委
員会主催）も開催し、高等養護学校や町内の
小・中学校の教諭や水泳協会会員の指導を受

けました。参加した子どもたちからは「息継
ぎがうまくできるようになった。」「もっと泳
げるようになりたい。」などの声が聞かれま
した。

一般開放事業にご協力いただきました今金高等養護学校、小学校、
中学校の先生の皆様、本当にありがとうございました。

水
泳
教
室

▲
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行事のお知らせ
≪９月≫

７日㈬

移動図書館車
（８:50～種川へき地保
育所、種川小、美利河小、
学童保育所、今金高等
養護学校)

21日㈬

移動図書館車
（９:25～種川小、美利
河小、鈴金へき地保育
所、認定こども園)

〈10月〉
５日㈬

移動図書館車
（８:50～種川へき地保
育所、種川小、美利河小、
学童保育所、今金高等
養護学校)

８日㈯ 秋のヘルシーウォーキング

９日㈰ 動く公民館事業
「文学芸術散歩バスツアー」

10日㈪ おやこ元気アップ事業

こねこちゃん広場
今金町子育て支援センター

認定こども園いまかね内　℡82－3810認定こども園いまかね内　℡82－3810

　朝晩は涼しくなりましたが、日中はまだまだ暑い日
が続きます。半袖・半ズボンでがんばって皮膚を丈夫
にし、体温調整機能を高めて健康な体を作っていきま
しょう。肌寒い朝は上着を着るなどして、衣服を調整
して下さい（子どもは新陳代謝が盛んで熱が沢山作ら
れる為、大人より平熱が高いことが多いです）。

・９月29日(木)はこども園の秋の遠足があります。
　参加を希望される方は、９月22日(木)までにご連絡
　下さい。詳しいことは後日支援センターにてお知ら
　せします。
・10月６日(木)10時より劇団“夢みる風船”による人
　形劇があります。親子で５００円の観劇料がかかり
　ます。観劇希望の方は９月29日(木)まで代金を添え
　て申し込んで下さい。

・１日(木)～運動会遊びをする

・４日(日）～認定こども園運動会参加（希望者）

・８日(木)～くるりんスライド「月でペッタンコ」を見る

・15日(木) ～エプロンシアターを見る

・22日(木) ～９月生まれのお友達のお誕生会をする

・29日(木) ～認定こども園行事“秋の遠足”参加

　　　　　　（希望者）

NO.５

　あっという間に９月になりました。今

金町もカナダも秋の始まりですね。木の

葉っぱがきれいな色になり、どんどん落

ち始めます。今金にはたくさん木があり

ますから、今年の紅葉は本当に楽しみで

す。

　日本とカナダの学校ではこの時期、大

きな違いがあります。カナダの学校は９

月１日から新学年が始まります。カナダ

の学校は９月から６月末までで、新学年

の直前にみんなが新しい文房具や私服

(制服がない場合）、パソコンなどを準備

する「Back to School  Shopping　(バッ

ク トゥ スクール ショッピング)」に

行きます。この時期には、いろんな店

がセールやバーゲンをやります。僕自

身も学生のときは毎年「Back to  School 

Shopping(バック トゥ スクール ショッピ

ング)」を楽しみにしていました。もっと、

詳しい話を聞きたい方は僕に聞いてくださ

いね。

　マイケルの英会話教室は９月７日から始

まります！教室開催中でも申込みできます。

　

　申込みは教育委員会の社会教育グループ

までお願いします。みなさんに会うのを楽

しみにしています！

　

　聞きたいことありますか？

　質問を受け付けします！

　 michael.weidner@town.imakane.lg.jp 

　までご連絡ください。

　たくさんのお便りお待ちしています。

【一般書】
・初ものがたり（文庫） 　　　　　　　　　宮部みゆき
・真夏の方程式 　　　　　　　　　　　　　　東野圭吾
・大人の流儀　 　　　　　　　　　　　　　　伊集院静
・日本人の誇り 　　　　　　　　　　　　　　藤原雅彦

【実用書】
・人を助けて仕事を創る 　　　　　　　　　山本　繁
・コミュニティデザイン 
　　人がつながるしくみをつくる 　　　　　　山崎　亮
・豆のスイーツ＆パン　 　　　　　　　 オレンジページ
・雑穀と豆のパン 　　　　　　　　　　　　　藤田千秋

【児童書】
・風の館の物語　Ⅰ～Ⅳ 　　　　　　　　あさのあつこ
・明日の光をつかめ 　　　　　　　　　清水有生（脚本）
・ハナミズキ　 　　　　　　　　　　　　　　吉田紀子
・９９年の愛 　　　　　　　　　　　橋田壽賀子（脚本）
・アナザー修学旅行 　　　　　　　　　　　　有沢佳映
・世界がぼくを笑っても 　　　　　　　　　　笹生陽子
・見習い警察犬　きな子 　　　　　　　ひろはたえりこ
・園芸少年 　　　　　　　　　　　　　　　　魚住直子
・つづきの図書館　 　　　　　　　　　　　　柏葉幸子
・なぜ？どうして？かがくのお話１～６年生　大山光晴（監修）
・風の靴 　　　　　　　　　　　　　　　　　朽木　祥
・たまごを持つように 　　　　　　　　　　まはら三桃
・クローバー 　　　　　　　　　　　　　　　中西　翠
・私立第二中学校２年C組　10月19日月曜日 　椰月美智子
・おたまじゃくしの降る町で　 　　　　　　　八東澄子
・妖怪レストランシリーズ　３冊 　松谷みよ子（責任編集）

【絵　本】
・心のなやみにこたえます　全16冊　 ブライアン・モーセズ
・どんぐりむらのぼうしやさん 　　　　　　なかやみわ
・うんこ　 　　　　　　　　　　　　　　　　サトシン
・アンパンマンアニメギャラリー６冊 　やなせたかし（原作）

新着本のご案内

ふれあい相談電話は、☎82－3550です。

☆こども園行事のお誘い☆

※９月20日（火）は今金八幡宮祭典の為
　「こねこちゃん広場」はお休みです。

＊なかよしルーム今月の予定＊なかよしルーム今月の予定＊なかよしルーム今月の予定＊なかよしルーム今月の予定

☆マイケルの質問コーナー☆

　今金町は「収穫」と「祭り」の季節になりましたね。
愛情いっぱいの食材を美味しく食べて、その喜びをみ
んなで分かち合う…気持ちが元気になります！ついで
に心にもビタミンを補給しましょう！！
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