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7 月の休館日情報 
 

・中央公民館 7/4,8 午後,9,10,11,17,18,25 

・地区公民館 7/3,4, 8 午後,9,10,11,17,18,24,25 

,31 

・町立図書館 7/4,11,18,19,25,28 

・スポーツセンター7/4,11,18,25 

    

        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 

 

 
 

 

 

 

 

ファミリースポーツセンター耐震補強・改修工事 
 

耐震診断を実施し補強工事が必要とされていまし

たファミリースポーツセンターについて、６月定例議

会に耐震補強・改修工事の補正予算が計上されました。     

議決を受けて、工事が発注され８月中旬には工事開

始となる予定で、工事完了予定の来年３月末までファ

ミリースポーツセンターは臨時休館となります。 

工事期間中の各スポーツ団体の定期利用について

は、各団体と相談のうえ、置戸小学校体育館、置戸中

学校体育館の夜間開放、さらには中央公民館などを利用して会場を確保します。 

また、不定期の団体利用（ＰＴＡ行事等）については、随時ご相談のうえできるだけ会場確保

に努めます。ただし、アリーナ等の団体利用がない時に自由に利用できまし

た一般開放及びトレーニング室の機器使用については、代替施設の確保が難

しく来年３月末までお休みさせていただきます。 

ご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。詳しくは、中央公民館

内の社会体育係（電話５２－３０７５）までお問い合わせください。 

なお、リニューアル後のスポーツセンターは、明るく、冬暖かく、キレイ

な施設となるほか、トレーニング室を拡張し、トレーニング機器も増やし、町民の健康づくり、

体力づくりの向上に努めますので来年４月以降のご利用よろしくお願いいたします。 

 

まちづくり青年国内研修 参加者募集中♪ 
 

今年も訓子府町と合同研修の「まちづくり青年国内研修」を実施します！！ 

色々なまちを見てみたい、仕事にいかしたい、など意欲のある青年を募集します♪ 
 

と  き：平成２８年１１月～平成２９年２月までの 

４～６日間程度 

行 き 先：参加者の話し合いで決めます 

     （昨年度は、九州方面に行っています） 

参加対象：置戸町在住の地域青年（概ね 40 歳まで） 

定  員：２名（応募者多数の場合は選考します） 

参加経費：町から１人あたり１８万円を上限に助成 

そ の 他：事前研修（４回程度）、事後研修を予定 

参加申込みは、直接中央公民館へ（電話５２－３０７５） 
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図書館図書館図書館図書館    
    

絵本で心豊かな成長を 
 ～ファーストブック・プレゼント事業～   
    

 置戸町の０歳児に絵本を贈るファーストブック・プレゼント事業として、６月１４日（火）に

地域福祉センター「ほのか」で置戸に産まれた赤ちゃんの幸せを願って井上町長から絵本を２冊

ずつ手渡されました。 

今回の絵本のプレゼント対象者は１１名の赤ちゃんです。 

絵本を通じて心と言葉が健康に発達するといいですね。 

次回の０歳児の絵本のプレゼントは１２月となります。 

図書館には、約１万２千冊の絵本を所蔵しています。 

ぜひ親子ご家族でご利用ください。 

 

ちいさいおともだちへちいさいおともだちへちいさいおともだちへちいさいおともだちへ    七夕かざりを作ろう                             
８月７日（日）におけと子ども七夕まつりがあります。 

みなさんに会場にかざる“七夕かざり”の短冊を書いて、つけてもらおうと 

ロビー横テラスに柳の木をおいています。 

短冊（たんざく）もたくさん用意していますので、願いごとを書いて 

かざってくださいね。  ７月３７月３７月３７月３００００日（日（日（日（土土土土）から）から）から）から    図書館ロビーにて図書館ロビーにて図書館ロビーにて図書館ロビーにて    

 

図書館・アーリーサマー・ミニコンサート 
 

置戸中学校リコーダー部の皆さんと堺里菜さん、日花里さん、大和谷彗七さん、北島郁さん、

長谷川仁美さんらが、リコーダー、箏などで小さなコンサートを行います。 

初夏のさわやかな季節に、図書館でのコンサートをお楽しみください。 
    

出出出出    演演演演        置戸中学校リコーダー部の皆さん、堺里菜さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、堺里菜さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、堺里菜さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、堺里菜さん、    

堺日花里さん、大和谷彗七さん、北島堺日花里さん、大和谷彗七さん、北島堺日花里さん、大和谷彗七さん、北島堺日花里さん、大和谷彗七さん、北島郁さん、郁さん、郁さん、郁さん、    

長谷川仁美さん長谷川仁美さん長谷川仁美さん長谷川仁美さん    

日日日日    時時時時        ７月７月７月７月９９９９日（土）午前１１時００分から日（土）午前１１時００分から日（土）午前１１時００分から日（土）午前１１時００分から    

会会会会    場場場場        図書館ロビー図書館ロビー図書館ロビー図書館ロビー    

演奏曲演奏曲演奏曲演奏曲        花束を君に、花束を君に、花束を君に、花束を君に、365365365365 日の紙飛行機、六段の調べ、日の紙飛行機、六段の調べ、日の紙飛行機、六段の調べ、日の紙飛行機、六段の調べ、    

天使にラブソングを天使にラブソングを天使にラブソングを天使にラブソングをなどなどなどなど    

 

☆おはなしかい☆ 
と き：７月 ２日（土）午前１１時００分 

ところ：図書館おはなしコーナー 

 

☆こどもシアター☆ 
と き：７月１６日（土）午前１１時００分 

ところ：図書館集会室 
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社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・公民館公民館公民館公民館    
 

中央公民館で毎月開催している「公民館サロン」､今月は新企画 

ロビーコンサートと一緒に楽しむ“夜のティーサロン”です 
    

夏夏夏夏のののの夜夜夜夜ののののひとひとひとひと時時時時､､､､オホーツクのオホーツクのオホーツクのオホーツクの若手若手若手若手演奏家演奏家演奏家演奏家によるによるによるによる    

ヴァイオリンとピアノのヴァイオリンとピアノのヴァイオリンとピアノのヴァイオリンとピアノの優優優優しいしいしいしい音色音色音色音色にににに､､､､耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けてみませんかけてみませんかけてみませんかけてみませんか    

～クラシックの名曲のほか､懐かしい日本の唱歌も～ 

[[[[日日日日    時時時時]]]]            ７月１３日(水)午後６時半開場・７時開演(終了予定８時半)    

[[[[演奏者演奏者演奏者演奏者]]]]                            肝付肝付肝付肝付    黎黎黎黎((((きもつききもつききもつききもつき    れいれいれいれい))))さん（さん（さん（さん（ヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリンヴァイオリン････訓子府町出身訓子府町出身訓子府町出身訓子府町出身））））    

村田村田村田村田    孝樹孝樹孝樹孝樹((((むらたむらたむらたむらた    こうきこうきこうきこうき))))さん（さん（さん（さん（ピアノピアノピアノピアノ････北見市出身･在住北見市出身･在住北見市出身･在住北見市出身･在住））））    
[[[[参加費参加費参加費参加費]]]]            おひとり５００円（小学生以上同額） 

※チケットはありません。当日受付でお支払いください 
[[[[申申申申        込込込込]]]]        準備の都合上､事前申し込みをお願いします（中央公民館・tel.52-3075） 

※座席には限りがありますので､どうぞお早めに 
    

☆途中休憩の「ティータイム」にお菓子や軽食､各種飲み物を用意します。 

昼間の「公民館サロン」とは異なりますので､夕食は軽めに済ませてご参加ください。 

（アルコール類はありません） 
    

 [演奏者プロフィール] 
   

１９９４年北見市に生まれ､訓子府町で育つ。   

６歳よりヴァイオリンを始める。 

２００９・１０年､きたみ市民音楽祭に出演。    

２０１４年､北見新人演奏会に出演。 

２０１５年､第９回全日本芸術コンクール関東本選ヴァイオリン音大部門

第３位。第２５回日本クラシック音楽コンクール大学の部全国大会入選。同

年８月､北見市にてソロリサイタルを行う。 

これまでに宮嶋真理、福島紫、鈴木亜久里､ 豊田弓乃の各氏に師事。 

桐朋女子高等学校音楽科を経て桐朋学園大学音楽部音楽学科ヴァイオリン

専攻。２０１６年３月卒業。 

 

肝付 黎  
              村田 孝樹 

 

１９８４年北見市生まれ。７歳よりピアノを始める。 

北見北斗高校３年在学中に、第５６回全日本学生音楽コンクール高校の

部全国大会第１位受賞。 

東京芸術大学音楽学部器楽科を経て､同大学大学院音楽研究科修士課程

を修了。デュッセルドルフ･アントン･ルービンシュタインアカデミーにて

更に研鑽を深める。 

帰国後は、２０１５年北見市のほか､札幌市､上川町､神戸市にてソロリサ

イタルを開催。 

現在､北見市在住。子どもから大人まで､希望に応じレッスンを行うほか､

演奏依頼も随時受け付けている。 
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社会教育社会教育社会教育社会教育・・・・公民館公民館公民館公民館    
 

７月の「おけと大学」は公開講座､どなたでも参加ＯＫです 
 

６月に引き続き､７月の講座も､どなたでもご参加いただけます。参加費も無料の特別企画。 

めったにないヴァイオリンにさわれる貴重な機会を､どうぞお見逃しなく！ 

日  時  ７月１４日（木） 午前１０時から正午（会場：中央公民館） 

テーマ  「ヴァイオリン演奏を間近で聴く ＆ 
“楽器にさわってみませんか？”」 

講 師  肝付黎さん（ヴァイオリン）・村田孝樹さん（ピアノ） 
 

 ・ クラシックと日本の歌の演奏､さらに弦楽器のしくみや歴史も紹介しながら､ 

実際にヴァイオリンにさわれる体験コーナーを設けます。（１０人限定）。 

 ・ 楽器にふれてみたい方は､事前申し込みをお願いします。 

・ 鑑賞のみの方は､当日時間までに中央公民館へおいでください。 

・ 講師プロフィールは前のページをご覧ください。 
 

 

教育コラム No,１ 

「「「「通学風景通学風景通学風景通学風景」」」」                教育長教育長教育長教育長    平野平野平野平野    毅毅毅毅    
 

「おはよう。」「よっちゃんは？」「風邪で休むんだって。」「ウワー、タンポポでまっきっき！」

「ほんとだ。昨日はごめんね。」「いや、僕の方が悪かった。ごめんね。」「おはよう。」 

「おはようございます。」「車に気をつけなさいよ。」「はーい。」「アッ、かたつむりだ！」

「でっかーい。」「ワッ、雨！」「よーし、学校までかけっこだ。」（「…。」の句点表記は教

科書表記に準じています。） 

 私の大好きな通学風景。ゆっくり友だちと歩きながら、季節を感じ、小さな生き物と出会う。

仲直りだってできる。近所のおじさんと挨拶を交わして、良い気分。降る雨だって楽しんで、学

校へ一目散。 

 歩くことで学べることって、とっても多い。それが友達と一緒なら二倍にも三倍にも。車窓か

らだったら見ることしかできない風景も、耳を澄ませば季節の音が聞こえてくるし、虫たちの世

界に入り込むことだってできる。地域の人たちとふれあい、友だちと感動を共有して元気いっぱ

いになる。子どもたちにとって、こんな素晴らしい学習場面が失われていっている。 

「こんな雨の中歩いてきたんだ。かわいそうだったね。」 

子どもの心に寄り添って「かわいそう」と。でも、その状況の中で

子どもたちが学ぶことって、とっても大きい。「かわいそう」より

「がんばったね、雨に負けなかったんだ。」この言葉の方が、子ど

もを笑顔にさせ、たくましい子どもへと。 

便利な車社会。「かわいそうだから、車で。」それが、子どもた

ちから必要な経験を奪っている気がする。 

※新コーナー「教育コラム」は、教育長はじめ教育に関わる皆さんに置戸の日々での気づきなどを時々つぶ

やいてもらいます。 
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社会体育社会体育社会体育社会体育    
 
 

体育協会ビールパーティー ～豪華景品の当たる抽選会も！ 
 

 日  時 7777 月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金）））） １８：００～２０：００ 

場  所 ぽっぽ２階 

チケット １，５００円（チケットは各体育団体事務局まで） 

※ ２時間飲み放題。（ジュース・ウーロン茶も飲み放題）） 

      食べ物の持ち込み自由 

主   催 置戸町体育協会 

 

夏だ！プールだ！みんなで泳ぎに行こう！ プールバス運行 
 

置戸水泳プールは、７月１日（金）オープン、８月３１日（水）クローズ予定です。ただし、

気温や水温が基準を上回らなければ臨時休館となりますのでご注意ください。 
    

夏休みのプール送迎バスの運行夏休みのプール送迎バスの運行夏休みのプール送迎バスの運行夏休みのプール送迎バスの運行    

秋田・境野・勝山居住の児童生徒を夏休みの間、置戸水泳プールへ送迎します。 

なお、臨時休館は置戸水泳プール（℡５３－２１９５）、社会体育係（℡５２－３０７５）、 

へお昼前にご確認ください。 
 

【行き】 

＜秋田・境野方面＞   

秋田地区住民センター → 境野公民館  → 豊住会館  → 置戸水泳プール 

 １３：００発       １３：１５発  １３：２０発   １３：３０着 

＜勝山方面＞ 

 勝山公民館 → 安住中里会館 → 置戸水泳プール 

 １３：３０発  １３：４０発   １３：５０着 
 

【帰り】 置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面） 

■運行期間 ７月２６日（火）から８月１８日（木）日曜・月曜を除く 

 

小学生水泳教室のおしらせ  
 

 今年も置戸水泳プールで水泳教室を開催します。泳ぎの苦手な子も少し泳げる子も一緒に練習

しましょう！参加申込は７月２２日（金）までに社会体育係（℡５２－３０７５）まで。 

 

【初心者教室～水に慣れよう】 

日 時 ８月２日（火）～５日（金） ４日間 

    １４：００～１５：３０ 

対 象 泳げない子、泳ぎの苦手な子 

※プールバスをご利用になれます。（運行表をご参照ください） 

※特に泳げない子の保護者の方でプール内でのサポートが可能な方はご協力ください。 
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森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
    

「オケクラフト作り手養成塾」順調に進む 
 

 ４月１５日、「平成２８年度オケクラフト作り手養成塾」に２名の塾生を迎えてから、早いも

ので２カ月半が過ぎました。昨年入塾した３名とともに、現在は５名の塾生が森林工芸館内の工

房で研修を受けています。昨年から技術指導に当たっている片岡祐士さん、志鳥光一さん、佐藤 

誠さんの講師陣も２年目を迎えたことから、今年は気持ちにも少し余裕が出てきたと言います。 

 研修開始後、１年生は前段の習得作業として、自分専用の作業台、道具箱、鉋台づくり、ろく

ろ用バイトや・柄の製作などに、真剣な面持ちで取り組んでいます。また、先月上旬からはいよ

いよろくろ作業にも入ってきて、１年先輩の２年生が指導のお手伝いをしてくれていることもあ

り、講師陣と塾生の連係プレーにより今年度の養成塾が進められています。 

 今月からは、外部講師による研修や町外における研修

なども多く取り入れる予定で、より多くの方の指導を受

けながら進めていくことを基本とした養成塾制度が本格

化してきます。 

 町民の皆さんにとって、塾生の顔を覚えてもらう機会

は少ないかとは思いますが、将来のクラフトマンを目指

し日々研修に励んでいるので、皆さんのご支援やご協力

をいただけると大変心強いと思っています。 

    

    

 

  
 

１ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

置戸中学級文庫 15：35 

１４ 

（木） 

置戸小ふくろう文庫 15：00 

北光：森 16：20  雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

５ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

常盤：工藤 16：45 

１５ 

（金） 

どんぐり長時間園児 15:30 

６ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） ２０ 

（水） 

置戸小４・５・６年 14：00 

７ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

拓実：渡辺 16：00 

２１ 

（木） 

置戸中学級文庫 15：35 

置戸中ふくろう文庫 16：00 

８ 

（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 

２２ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：00 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１２

（火） 

くるみの会 16：00 ２６ 

（火） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

 

１３

（水） 

秋田市街 14：30 ２９ 

（金） 

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■むかし日本狼がいた（菊池日出夫）いのちをつなぐ犬夢之丞物語（佐藤真澄） 

■一般書■頭がいい人、悪い人の老後習慣（保坂隆）吉永小百合の祈り（ＮＨＫアーカイブス制

作班）北海道自然探検１０７の旅（日本地質学会北海道支部）農地を守るとはどういうことか（楜

澤能生）昔ばなし大学ハンドブック（小澤俊夫） 

■読み物■伊達の企て（近衛龍春）のっぴき庵（高橋洋子）スイム！スイム！スイム！（五十嵐

貴久） 


