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５月の休館日情報 
 

・中央公民館 5/1～5,9,15,23,30 

・地区公民館 5/1～5,8,9,15,16,22,23,29,30 

・町立図書館 5/2～5,9,16,23,26,30 

・スポーツセンター5/1～5,9,16,23,30 

    

        生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより 

 

 

 

 

 
 

新しい          が決まりました！！ 
 

 

本年４月から平成３０年３月までの２年任期で、次のとおり改選期を迎えた社会教育関係の各

委員が決まりました。それぞれ会議で町民の声を届けていただき、行事や事業にも参加協力いた

だきます。委員が事業等に参加いただくことで理解を深め、より良い事業づくりに活かされます。 
 

公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員公民館運営審議会委員（委員長・副委員長は後日互選）                スポーツ推進委員スポーツ推進委員スポーツ推進委員スポーツ推進委員    
 

 秋田地区  篠木雄一郎（再） 

       辻  芳一（再） 

境野地区  大矢 孝幸（再） 

       千葉 裕子（再） 

       手塚 美幸（再） 

       岡田  章（再） 

       渡邊健太郎（再） 

置戸地区  大友 亮一（再） 

       嶋谷 裕明（再） 

       多田 和弘（再） 

       

 上記のほか学校の転勤などの関係で各種委員の欠員補充がありました。 

 新任の方をご紹介します。  社会教育委員   齊藤 のり子 

               図書館協議会委員 菅  済 
 

 

公民館サロン､賑やかに 40 回を迎える 
 

食のまちづくり事業の一環として毎月開催してきた公民館サロンは、できるだけ地元産･道産の

食材を使い、家庭の味の手作り料理に光をあて、食と農をより身近に感じてもらいながら地域の

人々が交流できる場として好評を博し､４０回を迎えることができました。 

当日は､食のアドバイザー佐々木十美さんが学校給食栄養士時代よりルーから手作りしてきた

こだわりのカレーと、佐々木さんが全面的に監修し地元産食材を使ってＪＡきたみらい農協が商

品化した「じゃがいもコロッケ」などが提供されました（Ａコープで購入できます）。 

また、４０回記念にかけて給食コロッケ４０個限定お楽しみ抽選や、フルート、ピアノ、お琴

の生演奏もあり､おおいに賑わいました。    
なお、次回のサロンは５月２４日（火）です。 
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置戸地区    佐藤 年光（再） 

      福手 真理（再） 

中堀 砂織（新）（新）（新）（新） 

      梶原 成美（再） 

      早坂 昌春（新）（新）（新）（新） 

勝山地区  加藤 晃章（新）（新）（新）（新） 

      安達 伴子（再） 

      益村  豪（再） 

      大槻由紀江（再） 

      松崎 真也（再） 

公民館運営審議会委員 

スポーツ推進委員 

※敬称を省略 

いたします。 

ゴールデンウィークの 

休館にご留意ください 
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図書館図書館図書館図書館    
    

「四角い本に「四角い本に「四角い本に「四角い本に    まあるい心」まあるい心」まあるい心」まあるい心」    ２０１６・第５８回こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日） 
    

小学生小学生小学生小学生のみなさんへのみなさんへのみなさんへのみなさんへ                                                    ☆☆☆☆しめきりはしめきりはしめきりはしめきりは５５５５月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日））））☆☆☆☆    

「「「「おけとこどものおけとこどものおけとこどものおけとこどもの本本本本だなだなだなだな」」」」のののの中中中中からからからからどくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズですですですです        
学年ごとに、１冊の本から、２もんずつクイズを出します。（    ）の中にはいることば

を答えてください。もんだいは「こどもの本だな」から出します。（もんだいのよこの「え」が

ヒントだよ）答えは、図書館か、やまびこごうに出してください。 

２もんともあっていた人には、きねんひんがあたるよ。６月の「つくし」で、せいかいをはっ

ぴょうします。 

１ねんせいのもんだい ヒント ４年生のもんだい ヒント 

たるのなかは （    ）の 

ひかりで あふれだしました。 

 ゆいちゃんは、先生や 

お友だちのしゃべっている 

（    ）を目で見て、 

聞いているのです。 

 

しーんと （    ） 

いつもと ちがう あさ 

みんなの手で（    ）と輝

きはじめました！！！！！！！！ 

２ねんせいのもんだい ヒント ５年生のもんだい ヒント 

木が おこって、りょう手で、 

「（        ）」って 

うえから おどかすんだ。 

 もうすぐぼくは強くなる。 

きっと（        ）のように 

強くなってみせる！！！！ 

 

おまえは、山のかみさまのまつり 

をみたんだ。（      ）に 

はひがついたんだ。 

ぼくはねむりにつくとき、 

（      ）を胸に 

だきしめていた。 

３年生のもんだい ヒント ６年生のもんだい ヒント 

ふたりはふしぎな言葉ではなし 

ている。 

「（          ）」 

 「いつ結婚するの？」だって 

 ボク、（    ）と出会って、

また勇気づけられた。 

 

（    ） ならんで  

ぶつかりあって はみだして  

重なりあって はじけとぶ 

何かに感謝する気持ちさえ 

生まれれば、 

（         ）と 

ボクは思う。 
 

大画面かみしばい  北見市在住のつまようじ画家、岡田哲氏の作品を紙芝居にしました。

今回は、創作描き下ろし作品を２本上演します。バイオリンの生演奏によるＢＧＭは色彩豊かな

絵画の世界をやさしく心に溶け込ませます。多くの方のご来場をおまちしています。 
 

○期 日：５月２８日（土）５月２８日（土）５月２８日（土）５月２８日（土）午後２時～ 

○ところ：図書館集会室 

○内 容：『さみしがりやのきこり』約２０分   

幼児～大人向き 

『三本あしのきつね』約５０分 小学生～大人向き 

作画 岡田哲 バイオリンＢＧＭ 遠藤彩子  文・語り 土田恵子 
 

※岡田哲つまようじ絵画展岡田哲つまようじ絵画展岡田哲つまようじ絵画展岡田哲つまようじ絵画展    ５月１４日（土）～２９日（日）５月１４日（土）～２９日（日）５月１４日（土）～２９日（日）５月１４日（土）～２９日（日）図書館集会室 
 

５月のおはなしかいとこどもシアター  

☆おはなしかい  ５月５月５月５月    ７日（土）７日（土）７日（土）７日（土）午前１１時から お話しコーナー 

☆こどもシアター ５月２１日（土）５月２１日（土）５月２１日（土）５月２１日（土）午前１１時から 集会室 



 
3 

社会教社会教社会教社会教育育育育    
 

文化連盟会長に田村昌文さん 
 

長年、文化連盟会長を務められた貴田岡秀さんが退任されました。今までのご苦労に、紙面を

お借りして感謝申し上げます。後任には副会長から田村さんが就任いたしました。副会長には、

嘉藤均さん、高西ヒロコさんが留任、あらたに岡田章さんが就任されました。また、事務局長は、

樋口輝夫さんから前田幸治さんにバトンタッチされました。新体制で今年度の文化連盟５０周年

記念事業を実施していただきます。 

文化連盟には、１４団体約１５０名の会員が加盟し、各団体・サークル活動に加え、町民文化

祭の開催、文化連盟文化賞の表彰、新春文芸大会の開催、おけと文連の発行を行っています。 

なにか趣味を始めたい方、興味のある団体・サークルの活動を是非一度ご覧になってください。 
 

文化連盟加盟団体 

団 体 名 代表者・連絡先 活動場所 定例日 

踊翠流置戸詩舞の会 高垣 常子 中央公民館 毎週土曜日 19:00 

民謡踊りの会 千葉 杉栄    〃 毎週水曜日 10:00 

コーラスサークルそよかぜ 佐久間光昭    〃 毎週金曜日 20:00 

フラサークル置戸 野里 智恵子 ﾌｧﾐﾘｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 毎週木曜日 13:00 

陶芸サークル山神窯 阿部 民子 中央公民館 毎週火、金曜日 9:30 

あんでーる羊 東海林 幸子    〃 毎週火、木曜日 9:30 

レザークラフトサークル 武智 敬子    〃 毎週水曜日 19:00 

置戸吟詠会 久田  元 〃 隔週木曜日 19:00 

置戸俳句会峡炎吟社 貴田岡 秀 あぐり 月１回 

置戸短歌会 森田 はるみ 中央公民館 月１回 

おけと山神太鼓愛好会 細川 昭夫 南ヶ丘公園管理棟 毎週水曜日 19:00 

置戸獅子舞保存会 片岡 祐士   

豊年種まき踊り保存会 須藤 久義 旧境野小学校  

郷土史研究会 大矢 孝男 郷土資料館 第 1・3 土曜日 13:00 
 

 その他団体・サークル 

置戸ダンス愛好会 平 美和子 中央公民館 毎週木曜日 18:30 

ソシアルダンスクラブ 大和 義男    〃 毎週金曜日 19:00 

置戸フォークダンス 原田 秀子    〃 毎週水曜日 19:00 

リフレッシュサークル 山本 育子    〃 毎週水、金曜日 10:00 

健康体操を続ける会 三浦 冨美子    〃 毎週火曜日 14:00 

とんぼ玉「硝子ドロップ」 坂本 純子    〃 毎週火曜日 19:00 

子育てｻｰｸﾙ「あそぼう舎」 井上 幸恵 旧秋田小学校  

和楽器の会 長谷川 仁美   

切り絵サークル 図 書 館 図書館  

図書館ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「ありんこの手」 河野 智子   〃  

ニットカフェ 長谷川 ゆかり ぽっぽ他  



 
4 

公民館公民館公民館公民館    
 

町民に大人気の公民館教室「常呂川ラフティング体験」 

～マイナスイオンで癒されませんか？～ 
 

中央公民館では「常呂川ラフティング体験」教室を開催します。 

街中を流れる常呂川を普段と違った視線から眺めると新たな発見があること間違いありません。 

常呂川は緩やかな流れなので親子でも楽しめます。 

この機会にマイナスイオンをたっぷりと浴びて心も身体もリフレッシュしませんか？？ 
 

◆と き ６月５日（日）６月５日（日）６月５日（日）６月５日（日）１４：００～１６：００ 
 

◆場 所 中央公民館集合（拓殖橋～種川合流部） 
 

◆対 象 中学生以上の町民、または置戸町に通勤・通学している方 

※親子参加の場合は、小学生以上から参加可能です。 
 

◆講 師 ＮＰＯ法人常呂川自然学校 羽根石晃彦さん 
 

◆定 員 １２名（先着順とさせていただきます） 
 

◆参加費 ９０円（保険料） 
 

◆その他 濡れても差し支えない服（ジャージ、 

長袖・長ズボンが好ましい）をしてください。 

着替え（下着等もご用意ください）、 

タオルを持参願います。 
 

◆申込み ５月２７日（金）５月２７日（金）５月２７日（金）５月２７日（金）午後５時まで中央公民館へ 

（電話 52－3075 ＦＡＸ 52－3169） 
 

 

平成２８年度 郷土資料館オープンのお知らせ！！ 
 

今年も「郷土資料館」が、例年と同じく郷土史研究会のご協力により開館します。 

郷土の歴史や道具、機械など貴重な文化資料を展示しておりますので、ぜひご来場ください。 
 

【 開館日 】 

日程：５月７日（土）～１０月１５日（土）までの 

第１・第３土曜日（午後１時～４時）まで 
 

※ 上記日程以外で、団体見学を希望される方は事前に 

中央公民館（TEL 52-3075）へご連絡ください。 
 

 

社会体育社会体育社会体育社会体育    
 

平成２８年度おけとわんぱくクラブメンバー募集中です！！ 
 

 おけとわんぱくクラブのメンバー募集５月９日（月）締切となっております。 

 申込書は学校を通して配布しておりますが、中央公民館にも設置しておりますので 

興味のある方はぜひお申込ください。 
 

 ◆対  象 置戸小学校１年生～３年生 
 

◆活動期間 ５月から２月 
 

◆参加費  無 料 

（スポーツ安全保険への加入を推奨しています。保険料 1,450 円） 
 

◆お問合せ 置戸町中央公民館内  

社会教育課社会体育係（電話番号 52-3075） 
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社会体育社会体育社会体育社会体育    
 

４月２９日（金）パークゴルフ場オープン 
 

おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場は４月２９日オープンです。 

今年もぜひパークゴルフ場をご利用ください。 

 

おけとパークゴルフ場使用料 

・シーズン券       １０，２８０円 

（オープン後にセンターハウスで販売します。※要顔写真。） 

・１日券            ３００円 

・回数券（１日券１２回分） ３，０８０円 

 

※ 満７５歳以上及び高校生以下の方は、年齢の証明できるものを提示いただくと 

使用料免除になります。 

※「道民家庭の日」毎月第３日曜日に限り、高校生以下のお子さんと家族でプレーする場合、 

どなたかが置戸町民であれば全員の使用料を無料とします。 
 

パークゴルフ場センターハウス（シーズン中のみ）  電話：５２－３０８４ 

教育委員会 社会教育課  電話：５２－３０７５ 

 

 

 

 
 

 

第３1 回春季町民ミニバレーボール大会開催中！ 
 

 恒例の春季町民ミニバレーボール大会が、女子の部は４月８日（金）より、混合

の部は４月６日（水）より、それぞれ開幕しました。午後７時よりスポーツセンタ

ーアリーナにてさわやかな汗を流しています。安全なソフト球を使用し、時には珍

プレー、スーパープレーも飛び出すなど仲間で楽しく活動中です。５月１３日（金）

には混合の部の表彰式を行います。 

また、１１月には秋季大会の開催を予定していますので、春季大会に出られなかったチーム、

しばらくお休み中のチームのみなさんもふるってご参加ください。 
 

《女子の部出場チーム》 

ＮＯ チ ー ム 名 

1 たんぽぽＢ 

2 東洋の満女 

3 山女 

4 Ｋａ-ｃｈａｎｓ 

5 ＭＡＵＷＥ↑↑ 

6 たんぽぽＡ 

  

 

 

 

 

 

《混合の部出場チーム》 

ＮＯ チ ー ム 名 

1 Ｙｏｕ Ｔｗｏ 

2 ＭＡＵＷＥ↑↑１ 

3 ハチャメチャクラブ 

4 天邪鬼 アンダービレッジ 

5 天邪鬼 ウッディー 

6 天邪鬼 牛 

7 宮下 

8 ガンバロン 

9 ＴＫＣＳ Ⅰ 

10 ＴＫＣＳ Ⅱ 

11 ＭＡＵＷＥ↑↑２ 

12 天邪鬼 バラエティー 

 

お知らせ ＰＧ場センターハウス２階で軽食を提供していました「ほーる in１」が閉店

します。今までありがとうございました。これからは「藤や」が新しく営業することにな

りましたのでご利用お願いいたします。 
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森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
    

『木に親しむ日』の木工教室 
 

 昨年からスタートした「木に親しむ日」の木工

教室。今年は月に２回の教室を３か月間、全６回

の日程でひとつの作品を仕上げるモノづくりを

行います。 

 今回のモノづくりでは、端材といわれる材料を

用いた「テーブル」を作ります。天板のサイズや

脚のサイズは３種類の選択肢から選んでいただ

きます。詳細は後日お知らせしますが、興味のあ

る方はぜひご参加ください。 
       

       

      ※写真は前回の「木に親しむ日」の作業の様子です 

 

『木に親しむ日』日程 

７月８日(金)、７月２２日(金)、８月８日(月)、

８月２２日(月)、９月８日(木)、９月２２日(木) 

午後１９時〜午後２１時までの２時間のモノづくりです。(うち、清掃の時間も含みます) 

※全６回の日程のうち、参加できない日も考慮してモノづくりを進めていきます。 
 

 

    

 

  
 

６ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14:00 

どんぐり長時間園児 15:30 

１８ 

（水） 

置戸小ふくろう文庫 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

置戸中ふくろう文庫 16：00 

１０

（火） 

常盤：工藤 16：45 １９ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

拓実：渡辺 16：00 

１１

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） 

２０ 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

１２

（木） 

置戸小４・５・６年 14：00 

北光 16：20（森・倉本） 

雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

２４ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替と園児貸出） 

２５ 

（水） 

置戸小４・５・６年 14：00 

１３

(金) 

置戸小学級文庫 14：20 

川南 16：00（小山・小建・大和） 

境野公民館 17：00 

２７ 

（金） 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１７

（火） 

くるみの会 16：00 ３１ 

（火） 

くるみの会書架入替 14：00 

 

「「「「    図書館新着図書情報図書館新着図書情報図書館新着図書情報図書館新着図書情報    」」」」    
■児童書■図書館脱出ゲーム上・下（クリス・グラベンスタイン）きつねの窓（安房直子） 

■一般書■太平洋の試練ガダルカナルからサイパン陥落まで上・下（イアン・トール） 

ザ・町工場（諏訪貴子）恋文・ぼくときつねの物語（竹田津実）虫たちと作った世界に一だけの

レモン（河合浩樹）大和言葉つかいかた図鑑（海野凪子） 

■読み物■海は見えるか（真山仁）かんかん橋の向こう側（あさのあつこ） 

花が咲くとき（乾ルカ） 


