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８月の休館日情報 
 

・中央公民館 8/1,8,11,14,22,29 

・地区公民館 8/1,7,8,11,14,15,21,22,28,29 

・町立図書館 8/1,8,11,15,22,25,29 

・スポーツセンター8/1,8,11～来年の 3月末 

 

  生涯学習だより 

 

 
 

 

 

 
 

各地区「ふるさとまつり」開催近づく♪ 
 

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

親子でのご参加をお待ちしております。詳しくは 7月２０日の町のお知らせ折り込みチラシを。 
 

●秋田地区 子ども七夕まつり＆盆踊り 

８月１３日（土）１３：３０～ 
 

●境野地区 子ども夏まつり＆盆踊り 

８月１４日（日）１５：３０～ 
 

●置戸地区 おけと子ども七夕まつり 

 ８月 ７日（日）１６：００～ 
 

●勝山地区 親子ふれあいまつり＆盆踊り 

８月１４日（日）１６：００～ 
 

 

教育コラム No,２ 

「叱ること」    教育長 平野 毅 
 

近年、意気揚々と就職した若者が上司からの叱責に耐えられず、わずか数ヶ月で退職してしま

うことがとても増えているという。 

社会全体が「子どもはほめて育てよう」という風潮になっていて、家庭・学校・社会で従来の

ように「叱ること」ができなくなった。 

例えば高校でこんなことがあった。遅刻した生徒９６名を正座させ反省を促した教師が処分さ

れ、学校は謝罪。一方９６人全員が遅刻という異常事態は問題視されなかった。学校現場では指

導しても言うことを聞かず胸ぐらをつかんできた生徒の腕をつかみ身体を押さえると体罰として

処分されかねず、生徒から殴られても抵抗は決して許されない。 

さらに「先生に叱られて、学校へ行かないって言ってます。どうしてくれるんですか」と叱ら

れた理由は問題にせず、叱ることを否定してくる保護者が増えている。また、「子どもに嫌われ

たくない」思いが勝り、機嫌を窺いながら、子どもにとって快適な環境作りに力を注ぐ。多くの

情報から、こんな現状が見えてくる。 

私が子どもの頃は、学校はもちろん家庭でも褒められることより叱られることの方がはるかに

多かった。それは私だけではなく、友も然りだった。また快適な環境は「がまんしなさい」の一

言で片付けられた。 

振り返れば、何度も何度も叱られることで社会人としての態度や行動を身につけ、厳しい叱責

にも耐えられる心が育まれた。 

大人の最大の役目は「子どもを自立させること」だと思う。ほめて育てることはもちろん大切

であるが、叱ることに臆病になってはいけない。特に親は厳しく子どもの社会性を育み、一人で

現実を生き抜く力を鍛えなくてはならない。 

就職して間もなく出勤できなくなる若者が増えている今、深い愛情を持って毅然と子どもをし

つける姿が必要だと強く思えてくる。 
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図書館 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはなしかい 
 

 日時 ８月６日（土）午前１１時００分 
 

場所 図書館おはなしコーナー 
 

こどもシアター 
 

日時 ８月２０日（土）午前１１時００分 
 

場所 図書館集会室 

七夕かざりをしましょう                                 
 

図書館ロビーよこのテラスに柳をそなえつ 

けています。短冊（たんざく）などもたくさん

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。 

 

８月７日（日） 

午後３時まで 

図書館 

ロビーにて                           
         

８月７日は夜間開館 
             

当日は、花火の終わ    

          る夜８時まで開館しま 

す。 

七夕のロマンチック 

な夜を図書館ですごし 

ませんか。 

 

 

子ども七夕まつり 
伝承遊びコーナーにきてね 

 

今年の伝承遊びコーナーはけん玉、こま回

し、大なわとびを大会をおこないます。 

ふるって参加してください。 

むかしのあそびもじゅんび 

しています。 

 

にちじ ８月７日(日)  

午後４時２０分から 

ばしょ ぽっぽ イベントひろば 

「岩場のエゾナキウサギ」 
 氷河時代に大陸から渡ってきました 

～ナキウサギ写真展 
  

氷河期から生き残って 

いて置戸にも生息している 

ナキウサギ。 

高倉裕一（なきうさぎ 

ふぁんくらぶ）氏の写真展 

です。ぜひご覧ください。 

 

日時 ８月２日（火）～１４日（日） 

会場 図書館集会室 

図書館祭り 
９月１０日（土）開催に向けて 

 

古本市、わんぱくコーナー、リサイクル市な

ど年に１度の図書館のお祭りです。たくさんの

方のおいでをお待ちします。（詳しい内容は９

月号の「つくし」でお知らせいたします） 

 

☆本や古着などの 

寄贈をお願いします☆ 
本や雑誌、乳幼児の古着などで、図書館まつ

りの古本市やリサイクルコーナーにご寄贈い

ただけるものがありましたらご連絡をお願い

します。売上金は、実行委員より図書館の蔵書

を購入する資金（図書資料整備基金）に寄附い

ただいています。 

 

地域資料寄贈のお願い 
 

図書館では、置戸町に関する資料を収集し大

切に保管しています。 

町内で記念誌・文集・機関紙・会報・報告書

などを発行されたときには図書館へ、ご寄贈く

ださいますようお願いします。 
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社会教育・公民館 
 

町老連大運動会＆長寿パーティー 

接戦を制して 勝山寿クラブ 優勝！！ 
 

多目的交流施設「げんき」を会場に、７月１

２日（火）に行われた「町老連大運動会」は、

約１５０名の老人クラブ会員が参加されました。 

例年よりも熱戦が繰り広げられ、各クラブ優

勝を目指し、チーム一丸となって頑張っていま

した。最終競技の五色玉入れまでどのクラブが

優勝するかわからず、たくさんの歓声があがる

ほど盛り上がりました。結果は、秋田長寿会と

の接戦を制し、勝山寿クラブが２年ぶりの優勝

を果たしました。 

 

終了後は、中央公民館で長寿パーティーを開

催し、各クラブ代表の踊りやカラオケの発表と

昼食を囲みながら交流を深めることができ、来

年も元気に運動会に参加しようと誓いあいなが

ら散会となりました。 

 

置戸中学校１年生 常呂川学習で置戸の凄さを体感！！ 
 

７月７日（木）に置戸中学校１年生が置戸町

自慢の「自然」について学習する授業が展開さ

れました。 

当日は NPO 法人常呂川自然学校の羽根石さん

を講師に、鹿の子ダムよりも奥の砂防ダムで「川

魚の生態調査」や水の循環について学ぶことが

できました。 

川魚の生態調査では、「ヤマベ」や「おしょ

ろこま」などを見ることができ、生徒は喜びと

驚きの歓声を上げていました。また、水の循環

を知るためのサイコロゲーム（プロジェクト・ウエッ

ト 脅威の旅）では、自身が水玉となり雲から土を通

じて川や海に流れ、また蒸発しながら空へ戻ったりと

色々なところに水が必要とされていることを知ること

ができました。 

この体験授業で置戸町の良さを十分に感じることが

でき、今後も色々なことを学んでほしいと思います。 
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社会体育 
 
 

冷たい風が吹き出す地元の穴場 「風穴」 
～２０１６ファミリーハイキング 参加者募集～ 
 今年のファミリーハイキングは「春日風穴」に向かいます。 

市街地から約１６ｋｍの位置にあり、常呂川と仁居常呂川に挟ま

れた溶岩台地に形成された中山の南斜面に広がる森林で、氷河期の遺存種といわれるナキウサギ

が生息しています。また学術的な価値があり北海道の学術自然保護区にも指定されております。 

入山口まではバスで移動し、往復で２時間程度の行程です。 

町内の穴場で噴き出す冷たい風を体験しに行きませんか？ 
 

日 時 ８月 21 日（日） 少雨決行 午前８時  

中央公民館集合（午後 12時に公民館帰着予定） 

行き先 春日風穴（置戸町）  

対 象 小学生以上 （小学 3年生以下は保護者同伴） 

定 員 ３０名 

申込み ８月１６日（火）までに社会教育課へお申込み下さい。 

行 程 中央公民館～風穴入山口～風穴着（昼食休憩）～下山～入山口着～中央公民館 
 

＜持ち物＞ 

 ・山歩きに適した服装（帽子、長袖、長ズボン等）、登山靴または運動靴、防寒着、 

  手袋（軍手）、着替え、タオル、雨カッパ（傘は不可）、リュックサック、お弁当、 

  飲み物（水筒） ※ 登山靴等につけるスパッツがあれば小石が入らず便利です。 
  

＜参加者負担料金等＞ 
  ・旅行傷害保険 1 人 １０４円    

※ それぞれ当日徴収いたしますので釣銭のいらぬよう御準備ください。 
  

 

ラジオ体操に参加しましょう！  
今年も小学校の夏休み中に子ども会などによるラジオ体操が行われます。 

暑い夏の一日を、涼しい早朝のラジオ体操からはじめてみませんか？ 

下記の各会場で午前６時３０分から、どなたでも自由に参加できます。 
 

置戸中央公民館前 ７月２６日（火）～８月８日（月）までの毎週月～金曜日  

境野公民館、旧境野小学校前 ７月２６日（火）～８月２日（火） 

 

 夏休みのプールバス運行時間 前月号に記載しましたが再度お知らせします。 
 

【行き】＜秋田・境野方面＞ ■７月２６日（火）～８月１８日（木）日曜・月曜を除く 

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） 
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森林工芸館 
 

 

Let’s かまど料理！ 

「かまど職人講座」のお知らせ 
 

 森林工芸館では、どま工房前にあるイタリア製かまど

を多くの町民のかたに利用してもらいたく、そのための

かまど職人を養成するために、使い方を指導する「かま

ど職人講座」を実施します。この「かまど」は平成４年

に購入したもので、内径は７０～８０センチ、楕円型。

赤外線の輻射熱でじっくりと焼きあげるので、外側はし

っかり香ばしく内側はしっとりとした食感が生まれ、料

理を美味しく仕上げることができます。 

 この講座を受講した人には、かまど職人の認定証を発行します。認定後は、家族や仲間たちで

かまど料理を楽しんでみてはいかがですか？ 

 

日 時 ９月４日（日） 午前９時～午後３時 

場 所 どま工房 
対 象  ２０歳以上の置戸町民のかた 

定 員  １０人（定員になり次第締め切ります） 

参加費  １，０００円（飲み物・食材代） 

持ち物  汚れてもいい服装、軍手、エプロン 

その他  昼食は、かまどを使った料理をいただきます 

申込先  森林工芸館（TEL52－3170）まで 

 

社会教育・公民館 
 

今年も札幌学院大学の「考古学実習」を行います 
 

今年も８月９日（火）～８月１６日（火）までの期間、札幌学院大学学生による発掘（考古学）

調査の実習が勝山地区で開催されます。 

置戸町の素晴らしさを知ってもらい、自分たちの学習を深める１週間となりますので、勝山地

区の皆さん、置戸町の皆さん、学生さんをよろしくお願いいたします。 

この発掘実習が縁で先日、勝山神社で結婚された結城有一さん・なつみさんのようなホットな

成果も期待？しています。 

 

置戸町青年団体連絡協議会設立 70周年記念事業 

ＯＫＥＴＯ BAR ＦＥＳＴ 
 若い世代で「置戸らしい料理」を食べたり、舞台パフォーマンスなど楽しい企画が盛りだくさ

ん。地域の「つながりの輪」が広がる楽しい１日です。詳しい情報は随時発表します。 

１０月１５日（土）午後１時３０分～３時 記念講演会 有名ゲスト出演依頼中 

        午後４時～７時    ＯＫＥＴＯ BER ＦＥＳＴ 
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トピックス 
 

置戸中学校 中体連柔道全道大会に出場！！ 
 

置戸中学校は、７月２日（土）に北見武道館で開催の平成２８年度北海道中学校体育大会のオ

ホーツク柔道大会で見事優勝し、７月３０日(土)、３１日(日)に登別市で開催の第４４回北海道

中学校柔道大会に出場しました。（結果は後日お知らせします。） 

全道大会出場は初の快挙で、少年団時代より指導にあたってきた置戸町柔道連盟（森谷雅樹会

長）の指導者も良い結果を期待しています。  
 

●男子団体戦 選手：大平 拓己（３年） 

藤江 那由多（３年) 

福沢 翔天（２年） 

森谷 大空（２年) 

松本 拓巳（２年） 

福沢 夢叶（１年） 

  対戦相手：根室市立啓雲中学校 

●男子個人戦 55kg級 福沢 翔天（２年） 

●男子個人戦 73㎏級 大平 拓己（３年） 

 

 

 

 

  
 

２ 

（火） 

常盤：工藤 16：45 １７ 

（水） 

秋田市街 14：30 

３ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） １８ 

（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 

４ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 ２３ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

９ 

（火） 

くるみの会 16：00 ２４ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

１０

（水） 

どんぐり長時間園児 15:30 ２６ 

（金） 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１２

（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 

３０ 

（火） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

３１ 

（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■こころのおと（ピーター・レイノルズ）森のえき（もりたなつみ） 

■一般書■風土と市民とまちづくり（長島孝一）重力波は歌う（ジャンナ・レヴィン）会いたか

った画家（安野光雅）話し方のレッスン（魚住りえ）自分を操る超集中力（ＤａｉＧｏ） 

■読み物■ジッシュー！！（古川春秋）緑は異なもの（松井今朝子）私の危険な本音（曽野綾子） 
 


