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６月の休館日情報 
 

・中央公民館 6/6,13,19,27 

・地区公民館 6/5,6,12,13,19,20,26,27 

・町立図書館 6/6,13,20,27,30 

・スポーツセンター6/6,13,20,27 

 

  生涯学習だより 

 

 

 

平成２８年度おけと大学が開講されました♪ 
 

５月１９日（木）に学生３６名が出席し、お

けと大学開講式が行われました。開講式では、

学長である平野教育長から２種類の人生の時間

を大切にしてほしい。１つは嬉しいとき、もう

１つは苦しいときであり、苦しいときこそ楽を

しないで、成長しようと思うことが大事である。

だからこそ、この１年間はたくさんのことに挑

戦してほしいと激励のご挨拶がありました。 

また、今年度の開講を記念して「『語りつぐ

歴史と証言』をまとめて～１０１年目からのま

ちづくり」をテーマに、前置戸町副町長である田村昌文さんの記念講演をお聞きしました。 

講演では、歴史とはごく普通の人たちの毎日の暮らしの積み重ねだと考えており、だからこそ、

置戸の１００年はたくさんのエピソードがある。絶対に忘れてはいけない先人の方々が大勢いた

り、鉄道の開通が置戸町発展の力になったことなど、これまでの置戸町の貴重なお話をいただき

ました。最後に、これまでのみなさんの生活を思い出し、ちょっとしたことでも書きとめてほし

いとお願いがあり、それが１０１年目につながる置戸町の歴史になると締めくくられました。 
 

 

次回６月の「おけと大学」は公開講座 

どなたでも参加ＯＫです 
 

毎年､年度初めに参加者を募集し､中央公民館を主会場に開催している 

「おけと大学」。 

６月は､誰でも参加可能なオープンの講座､参加費も無料です。 

通年参加の難しい方､テーマに関心ある方､ぜひご参加ください。 

日 時  ６月１６日（木） １０:０から１２:００（会場：中央公民館） 

テーマ  「福島の若者・子どもたちは､今～3.11以降のまちづくり」 

講 師  野呂美加さん（チェルノブイリへのかけはし代表） 
 

※東日本大震災から５年。支援をつづける野呂さんから、報道ではとらえ切れない被災地

の今を語っていただきます。東北や首都圏から、新しい生き方を求め地方へ移住する人た

ちの動きも。限界集落と言われた地域で人口増？・・・岡山などの事例から、オホーツク

や置戸のことを一緒に考えてみませんか？ 
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図書館 
 

～～～ 小学生のみなさんへ ～～～ 

「どくしょクイズ」のこたえをはっぴょうします  《こどもの読書週間事業》 

クイズの答えは、つぎのとおりです。 

２もんともせいかいだったみなさんに、きねんひんをよういしています。６月中に図書館でうけとってく

ださい。（せいかいしゃのなまえは、図書館にはってあります。） 

１ねんせいのもんだい 解 答 ４年生のもんだい 解 答 

「はつゆき」より 「〝音〟を見たことありますか？」より 

たるのなかは 【    】の 

ひかりで あふれだしました。 
きんいろ 

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。 

口の動き 

しーんと 【    】 

いつもと ちがう あさ 
つめたい 

みんなの手で【    】と輝 

きはじめました！！ 
キラキラ 

２ねんせいのもんだい 解 答 ５年生のもんだい 解 答 

「モチモチの木」より 「パーシーの魔法の運動ぐつ」より 

木が おこって、りょう手で、 

「【        】」って 

うえから おどかすんだ。 

オバケェ 

～～～！ 

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！ 

パーシー 

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。 

モチモチ 

の木 

ぼくはねむりにつくとき、 

【      】を胸にだきし 

めていた。 

魔法の 

運動ぐつ 

３年生のもんだい 解 答 ６年生のもんだい 解 答 

「ひらめき美術館」より 「明るく生きちゃ悪いですか？」より 

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 

ナフェア・ 

ファア・ 

イポイポ 

ボク、【    】と出会って、 

また勇気づけられた。 
松江さん 

【    】 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 

色と色が 

何かに感謝する気持ちさえ生ま 

れれば、【         】 

とボクは思う。 

人はやさし 

くなれる 

 

 

 

 

 

パッチワークサークル「いとまき」展 

期間：６月１５日（水）～６月２６日（日） 

場所：図書館集会室 

内容：置戸町内で活動している「いとまき」、

そのパッチワーク作品を展示します 

 

☆今月の展示会☆ 

切り絵サークル作品展示開催中です 

期間：６月１２日（日）まで 

場所：図書館集会室 

内容：図書館で切り絵を制作しているグループの 

作品展 

小中学校教科書展示会 

期間：６月１４日（火）～６月２３日（木） 

場所：図書館ロビー 

6月のおはなしかいとこどもシアター  

☆おはなしかい  と き ６月 ４日（土）午前１１時から ところ お話しコーナー 

☆こどもシアター と き ６月１８日（土）午前１１時から ところ 集会室 
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社会教育・公民館 
 

ネイパル足寄で少年リーダー宿泊研修！！ 
 

置戸町の子どもたちが、５月１４日（土）～１５

日（日）の１泊２日、ネイパル足寄で開催した「少

年リーダー宿泊研修」で、「サイクリング」「野外

炊飯」「ナイトウォーク」「フォトスタンド作り」

に挑戦をしました。 

サイクリングでは、自転車で足寄町内１４kmを走

り、コースの中盤と終盤には大人でも苦労する坂を

登ったり、自転車に乗るのが苦手な友だちに声をか

けたりと全員が楽しく完走することができました。 

また、２日目はフォトスタンド作りを行いました。

フォトスタンドは、１枚の板から決められた大きさに

ノコギリで切ったり、焼き色をつけるためにガスバー

ナーで炙ったりと工夫をしながら一人ひとりオリジナ

ルの作品を作ることができました。子どもたちからは

「ガスバーナーで色つけをするのが楽しかった」「う

まく作ることができた」など、貴重な体験をすること

ができました。 

今回、仲間と一緒にたくさんのことに挑戦しました。この２日間の体験を生かして、子ども会

や学校など色々な場面で中心となって活躍してほしいと思います。 
 

 

〈５年目となる食のまちづくり事業より､ご協力のお願い〉 

地元産野菜･豆類を提供してくださる方を募集します 
「学校給食や子どもセンターどんぐり､老人ホームで使う食材を､できるだけ地元産に！」 

 

町内の各施設に勤務する栄養士たちが定期的に集まり､地産地消の取り組みをすすめています。

毎月中央公民館で開催している「公民館サロン」でも､地元産野菜の活用を希望しています。 

自家用野菜を作っておられる皆さん､今シーズンも､ぜひ野菜の提供にご協力ください。 

野菜のほか､大豆や小豆などの各種豆類も歓迎します。量の多少は問いません。 

提供にご協力いただける方､中央公民館または各地区公民館長へご連絡ください。 
 

「公民館サロン」､今年度は“夜開催”も計画中です 

毎月､中央公民館ロビーで開催されてきた公民館サロンは､４月で通算４０回を数えました。 

今年度は平日の日中や土曜日開催に加え､「夜のサロン」も実施の予定。これまで来たことのあ

る方も､初めての方も､町内の方ならどなたでも参加ＯＫです。 

調理や運営の協力者も随時募集しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

次回は、６月２２日（水） １１:３０から 13:００  参加費：お一人５００円 

※事前申し込みが必要です。開催３日前までに中央公民館(tel.52-3075)へ 
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社会体育 
 

おけとわんぱくクラブ（第１回）かけっこ教室 
  

５月２１日（土）スポーツセンターで低学年向け通年教室「お

けとわんぱくクラブ」の第１回に小学校１年生から３年生まで

の２７名が参加しました。子ども達は１年間様々な運動・スポ

ーツにチャレンジします。今回は、チャイルド・スポーツ・ア

カデミーの佐藤実良先生の指導により、運動会に向けたかけっ

こ教室を実施しました。一足早い真夏の暑さにも負けず、運動

会で一等賞を目指して一生懸命頑張っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置戸水泳プールオープンのお知らせ 
  

 置戸水泳プールは、今年も７月１日（金）にオープンできるよう現在準備を進めています。 

クローズの予定は８月３１日（水）です。開館予定は下記のとおりです。 
 

【日中の開館】 午前  １０：００～１２：００ 

午後  １３：００～１７：００ 

休館日 ７／４（月）、１１（月） 

    ８／１４（日）、１５（月）、１６（火）、２２（月）、２９（月） 
 

【夜間の開館】 １８：００～２１：００ 

開館日  ７／１２（火）～８／５（金）までの火曜から金曜 

休館日  土曜、日曜、月曜 
 

 ※ 水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。 
  

 

第３１回春季町民ミニバレーボール大会の結果 
  

４月から始まったミニバレーボール大会は、混合の部１２チーム、女子の部６チームで１ヶ月

以上に渡って熱い戦いが展開されました。秋の大会でも皆さまお誘い合わせのうえ、こぞってご

参加ください。大会結果（上位チーム）は以下のとおりです。 
 

【混合の部】 ４／６～５／１３       【女子の部】 ４／８～４／２２ 

１位 ＴＫＣＳ Ⅱ             １位 Ｋａ-ｃｈａｎｓ 

２位 天邪鬼ウッディー           ２位 東洋の満女 

３位 天邪鬼牛               ３位 たんぽぽＢ 

 

 

 

おけとわんぱくのボランティアスタッフを募集します 
  

わんぱくクラブの補助（主に教室開催中の子どもたちの見

守り）をしていただけるボランティアスタッフを募集します。

保護者の皆さまや興味をお持ちの方の積極的な関わりをお願

いいたします。詳しくは社会教育課（電話５２－３０７５）

までご連絡下さい。 

全日本女子バレーボール リオ・オリンピック 

出場決定。 男子も続け！！ 
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森林工芸館 
 

『木に親しむ日』の木工教室 
「木に親しむ日」の木工教室 詳細と参加者募集について 
 

木材加工の際には「端材」と呼ばれる製品には使用できない材料が出てきてしまいます。 

そのままでは使えない材料もそれぞれにはりあわせて一枚の板にすると個性的な材料へと変化

します。自分で作った板材を利用して世界にひとつのテーブルや物置台を作ってみませんか？ 
 

場 所：オケクラフトセンター森林工芸館 (旧開発センター木工室) 
 

日にち：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) 
 

時 間：１９時〜２１時の２時間 

定 員：８名 

参加費：サイズにより異なります。 

(材料代、保険代を含みます。初日の 7月 8日にご持参ください。) 

     ①大サイズ ５,０００円（天板 300×400、脚高 400 mm） 

     ②中サイズ ４,５００円（天板 250×350、脚高 300 mm） 

     ③小サイズ ４,０００円（天板 250×250、脚高 150 mm） 
 

対象者：１８歳以上の置戸町民 
 

講 師：青島 弘明(木工工房 弘)、那珂 琴絵(どま工房研究員) 
 

※受付は６月６日(月)より開始します。受付の際に希望サイズをお伝えください。試作品及びサ

イズ見本は工芸館に展示してあります。また定員になり次第、受付を終了しますので参加希望の

方はお早めにご連絡ください。 ※お問い合わせ先：オケクラフトセンター森林工芸館(52-3170) 

（※なお材料準備の関係上、６月１５日(水)には定員に満たなくても受付を終了します。） 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※上の写真はイメージです 

オケクラフト作り手養成塾成果発表展 
 

 

 

 

 

 

 

 

昨春、オケクラフト作り手養成塾に入塾し

た３人の塾生の一年間の研修の成果を発表す

る展示会が、森林工芸館で６月末まで開かれ

ています。 

入口正面の展示台に３人合わせて６０品も

のオリジナルデザインが並んでいますので、

ぜひ一度足を運んでみてくださいね。 
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社会教育・公民館 
 

郷土資料館ボランティアガイド養成講座 
 

郷土資料館の開館業務は、郷土史研究会（大矢孝男会長）

に委託し５月から１０月の第１・３土曜日の午後から開館し

ています。置戸町の産業や暮らし、自然や文化財などを伝え

る貴重な資料が展示されています。これらの資料が当時どの

ように使われて、役立っていたのか、さらには当時の生産の

様子、暮らしについて知る人が少なくなっています。 

そのため郷土資料館講座として、展示資料に触れながら資

料のことや当時の町の歴史を学び、ボランティアガイドを養成いたします。 

講座終了者には、ボランティア登録をお願いし、随時、郷土資料館

来館者のガイドをお願いします。町民成人は、どなたでも参加できま

すので歴史や昔の暮らしに興味のある方はご参加ください。 
 

 日 程  ６月４日（土）、１８日（土）、 

(予定)  ７月２日（土）、１６日（土）、３０日（土） 

 午後２時３０分～午後４時  ５回シリーズ 

 講 師  元置戸タイムス主筆 高橋 和夫 さん 

      元郷土史研究会会長 

 申し込み 置戸町教育委員会社会教育課（中央公民館内） 

電話 52-3075 、FAX52-3169 
 

 

 

  
 

２ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00  １６ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光：森 16：20 雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

７ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

くるみの会 16：00 

常盤：工藤 16：45 

１７ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

８ 

（水） 
常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） ２２ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

９ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

どんぐり長時間園児 15:30 

２３ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：00 

１０

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

２４ 

（金） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１５

(水) 

秋田市街 14：30 ２９ 

（水） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■クマと家出した少年（ニコラ・デイビス）霧の中の白い犬（アン・ブース） 

■一般書■農的社会をひらく（蔦谷栄一）山棲みの生き方（岡惠介）『男はつらいよ』の幸福論

（名越康文）草と暮らす（かわしまようこ）そえぶみ箋の使い方（むらかみかずこ） 

■読み物■彩は匂へど（田牧大和）向田理髪店（奥田英朗）暗幕のゲルニカ（原田マハ） 


