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ピリカ旧石器文化館ピリカ旧石器文化館 NO.69

通 信

今金町の皆さんへ

　このたび、都合により４月からアメリカに帰国することとなりました。今金町に来てから、２

年が経ちました。当時は今金町に来ることができた喜びでいっぱいでしたが、その反面、今金町

とは実際にどんなところか、そこでどんな生活を送るのか胸が不安でいっぱいでした。しかし、

今金町に着いた瞬間から、皆さんが次々と暖かく歓迎してくださり、そして至らない点を優しく

教えてくださったお陰で、その不安はすぐになくなりました。元気な子供たち、優しい先生方、

思いやりのある町民の方々、そして美しい自然や美味しい食べものがたくさんある今金町で生活

できた事をとても嬉しく思っております。今回、こんなにもお世話になった今金町を離れる事を

寂しく思っております。しかしお世話になったからこそ、アメリカでは「いいまち　今金町」の

ことを一人でも多くの人に伝えられるよう、頑張りたいと思います。アメリカから、いつも今金

町を応援しています。ご迷惑をお掛けしてしまったこともあると思いますが、今まで大変お世話

になり、ありがとうございました。

To the People of Imakane,

As of this April, I will be returning to America. It has been two 
years since I first arrived in Imakane. Back then, I was very 
happy to be able to come here, but I was also very nervous about 
what life here would be like. However, that nervousness soon 
disappeared, as from the moment I arrived, everyone was quick 
to welcome and assist me. I’m so thankful that I was able to 
spend time in a town with such wonderful students, faculty, and 
townspeople, not to mention the gorgeous nature and tasty food! 
I’m sad to be leaving all of you, but I promise I will do my best 
to tell everyone in America about the “good town” of Imakane. 
You’ll always have a friend in America. Thank you so much for 
everything you’ve done.

Forever アマンダさんForever アマンダさん お別れメッセージ

４月１日よりオープン！

　現在冬季休館中のピリカ旧石器文化館は４月１

日よりオープンします!

　施設内はピリカ遺跡で発掘された貴重な石器の

展示をはじめ、私たちの遠い祖先の暮らしぶりに

ふれられる全国でも大変珍しい施設です。最大の

見どころは施設から歩いて１分ほどのところにあ

る「石器製作跡」。ここは発掘調査で石器が出土

した状態がそのまま展示されており、今からおよ

そ１万５千年前の人々の生活跡を見ることができ

ます。

　最近は北海道新幹線

開業にあわせ、旅行業

者等によるツアーで当

館を来訪されるお客様

が増えており、当館の

専門性が高く、臨場感

ある展示に高い評価を

いただいております。

４月はミズバショウの

きれいな季節、ぜひこ

の機会にご来館くださ

い！

施設改修について

　昨年は安全性確保のための外壁再塗装および階

段手すりの付け替え等を行いました。

　今年は秋から冬にかけて展示リニューアル工事

が行われます。最新技術を導入し、視覚的にもわ

かりやすい展示に入れ替えるもので、映像コー

ナーや展示パネルが一新されます。新装オープン

は平成30年春を予定しています。現在の展示が見

学できるのは今年の秋までとなっていますので、

町民の皆様でまだご覧になってない方は是非足を

お運びください！

ご利用案内
・利用期間　４月１日～ 11月30日
・休館日　　毎週月曜日、祝日の翌日
・入館料　　大人200円、小中高生100円
　　　　　　団体割引あり▲石器製作跡

▲館内から見えるミズバショウ



13 ふれあい相談電話は、☎82－3550です。

　　　図書室だより　　　　　　

顔でつながり、声でつながり
本でつながる・・・

　外はまだ一面の雪景色ですが、少しずつ寒さも和
らぎ、日もだんだんと長くなり春の知らせがそこま
で近づいているように感じます。寝返りをしていた
赤ちゃんが歩けるようになったり、できなかったこ
とができるようになったり等、この一年で沢山のお
子さんの成長を見せて頂くことができました。また、
来年度もお母さん達と一緒に育児を考えたり楽しん
だりしたいと思います。

＊なかよしルームの予定＊＊なかよしルームの予定＊

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

★３／ ９（木）～身体測定
★３／ 16（木）～お別れ会
　　　　　　　　“軽いおやつで会食です”
★３／ 23（木）～３月生まれのお誕生会

♪今月の手遊び♪「あたま・かた・ひざポン」

＊お知らせ＊＊お知らせ＊

・３/16（木）のお別れ会に参加の希望の方は３/
　９（木）までお知らせ下さい。おやつ代がかか
　ります。詳細は申し込まれた方に後程、お知ら
　せ致します。
・今年度の支援センターは３/29（水）までです。
　新年度は４/３（月）から部屋開放します。

ピリカふれあい歩くスキー大会

■今月のできごと
東京国立博物館開館記念日 ３月20日

　東京国立博物館は1882年東京上野
寛永寺跡に国立中央博物館として開館しました。
　設計はイギリス人のコンドルで、３月20日明治天
皇により開館式が取り行われ、式典終了後、新築の
国立博物館と上野動物園が公開されました。
　　　　『図書館ごよみ＆イラスト1200―すぐに使える素材集』より

■読書と作文のまちワーキングチームよりお知らせ
◆読んで集まる「としょぽ」をご利用のみなさまへ◆
今年度のポイント集計をいたしますので、お手持ち
の台紙（黄色）を図書室へご持参ください。図書室
で台紙をお預かりし、ワーキングチームへ渡し集計
を行います。平成29年度からは新たな台紙となりま
す。よろしくお願いします♪
　

■新着本のお知らせ
【小説】
●西尾維新 忘却探偵シリーズ

『掟上今日子の備忘録』
『掟上今日子の推薦文』
『掟上今日子の挑戦状』
『スクラップ・アンド・ビルド』羽田圭介
『京都寺町三条のホームズ６ 新緑のサスペンス』望月麻衣
『空也十番勝負青春篇 声なき  上』
『空也十番勝負青春篇 声なき  下』

佐伯泰英

『雪煙チェイス』東野圭吾
『蜜蜂と遠雷』恩田陸　第156回直木賞受賞作！！
【絵本】
『きょうはそらにまるいつき』荒井良二
【その他】
『会議でスマートに見せる100の方法』
サラ・クーパー著、ビジネスあるある研究会訳

『住友銀行秘史』國重惇史
●朝日新聞出版サバイバルシリーズ

『新型ウイルスのサバイバル１』
『新型ウイルスのサバイバル２』

などなど…ぜひ図書室にいらしてみてくださいね♪

☆手の届くところに本がある幸せ～ご利用下さい☆

▲８キロコースのスタートの瞬間

第１回北渡島檜山４町地域連携推進事業

　２月 19 日、ピリカ遺跡ふれあい歩くスキーコー
スにおいて、「第１回北渡島檜山４町地域連携推
進事業 ピリカふれあい歩くスキー大会」が開催
されました。
　当日は、今金のほか札幌、函館、八雲、せたな、
豊浦など道内各地から約 100 名もの選手が集い、
競技に臨みました。
　競技終了後には、昼食として提供された今金産
の食材を用いた「今金いっぱい汁」に選手・スタッ
フの皆さんも顔をほころばせながら舌鼓を打って
いました。

大会成績表
（記録に挑戦８キロコース、今金町関係者のみ）

【60 ～ 69 歳男子の部】

第３位 垣本　　潔 今金町歩くスキークラブ

第４位 安藤　義光 今金町歩くスキークラブ


