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９月の休館日情報 
 

・中央公民館 9/5,12,18,19,26 

・地区公民館 9/4,5,11,12,18,19,22,25,26 

・町立図書館 9/5,12,18～23,26,29 

・スポーツセンター 来年の３月末まで 

 生涯学習だより 

 

 

 

 

 おけと子ども七夕まつり～子供たちで賑わう♪～ 
                「第４６回おけと子ども七夕まつり」が、８月７日（日）ぽ 

っぽイベント広場で開催されました。 

恒例の置女協手作りの「もちまき」では、多くの子どもたち 

が夢中になり楽しんでいました。また、会場には置戸町産の 

じゃがいもを使ったフライドポテトや鳥串といった「出店の 

コーナー」、スマートボールや射的など子どもたちの笑顔が 

輝いた「遊びのコーナー」、願いごとを叶えるための短冊作 

りや空き缶ちょうちん作りといった「指導のコーナー」など、たく 

さんのコーナーで楽しむことができました。その他、日が暮れてか 

らは大通り商店街協力の「ローソク出せ」など七夕の伝統行事も体 

験することができました。 

残念ながら、当日は強風のため、みんなが楽しみにしていた「打 

ち上げ花火」は実施できませんでしたが、多くの協力者のおかげで 

盛大に開催することができました。この場をお借りし、皆様に心よ 

りお礼申し上げます。 

また、秋田地区では８月１３日（土）、境野・勝山地区では８月 

１４日（日）に地区の盆踊りと共催で夏まつりを行い、子どもたち 

は多くのイベントで遊びつくし多くの思い出となりました。 

 

 

 

「健康と長寿を祝う集い」が 

地区ごとに開催されます 
秋田地区 ９月１８日（日）１０：００ 秋田地区住民センター 

境野地区 ９月１９日（月）１０：００ 境野公民館 

置戸地区 ９月１９日（月）１０：００ 置戸町中央公民館 

勝山地区 ９月１５日（木）１０：００ 勝山公民館 

※該当者の皆さんには個別にご案内いたします。 
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と き ９月１０日（土） １０時００分～１４時００分 ところ 置戸町立図書館 

★主な内容 
 
☆古本市（交流スペース １０時～１４時） 
本・雑誌・絵

本どれでも１

冊１０円です。

売上は全額図

書資料整備基

金に寄贈され、

今後の図書購

入費の一部と

させていただきます。 

 

☆図書館オリエンテーリング 
（図書館内各コーナー 

１０時～１２時３０分） 
本さがしゲーム、箱の中身あてゲーム、松ぼっく

りぴったりゲ－ムなど図書館の７つのコーナー

に関門が待ち受けます。ゲームをクリアすると賞

品がもらえますよ。 

図書館の中を探検しちゃおう。 

 

☆リサイクル市（集会室 １０時～14時） 
秋田あそぼう

舎の皆さんが

リサイクル市

を開催します。

置戸高校くれ

よんの皆さん

もお手伝いし

ています。ぜひ、のぞいていってください。 

 
☆体験ブッカーかけ 

（カウンター前 １０時～１４時） 
お好きなご自分の本を２冊お持ちください。 

図書館職員がお手伝いをします。 
            

                                       

 
☆置中リコーダー部ミニコンサート 
（暖炉前コーナー１3 時～１3 時２０分） 
置中リコー

ダー部の皆

さんがすて

きな演奏を

してくれま

す。聴いてく

ださいね。 

 

 

 
『ミニ古本市』  

図書館まつりのあとも、引き続きミニ古本市 

を実施します。 

 期間 ９月１１日（日）～１７日（土） 

会場 集会室 １冊 １０円 

 

 

「蔵書点検」による休館日 
９月１８日（日）～２３日（金） 
年に１度の点検作業です。ご理解ご協力をお 

願いします。 

 

※返却をお忘れの本はありませんか 

 ついうっかり、貸出期限の過ぎている本は  

ありませんか？蔵書点検前に返却をお願いし 

ます。 

 

９月のお話会とこどもシアター  

☆おはなしかい 

と き ９月３日（土）午前１１時から 

ところ おはなしコーナー 

☆こどもシアター 

と き ９月１７日（土）午前１１時から 

ところ 集会室 

図書館まつり 
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公民館・社会体育 
 

水泳教室プールに歓声響く！ 

今年も短い夏に水泳が上手になりたい５３名の子 

どもたちが参加してくれました。 

 最初は、プールに顔をつけることのできなかった 

子が指導者の熱心な指導により最終日にはビート板 

を使って泳げるようになった子もいました。 

 今年のプールの開設期間も８月で終了しますが、 

来年もたくさんプールで遊んでほしいと思います。 

 

 

２０１６町民サイクル駅伝競走大会参加者募集 

日 時  ９月２５日(日)  小雨決行 

      ８時受付開始  ８時４０分開会式  ９時３０分競技開始 

コース  スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース 

  （１チーム５人編成 コースを１人１周して総合タイムを競います。） 

部 門  一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門 

表 彰  部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰します。 

申し込み、問い合わせ 

    教育委員会 社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５） 

        ※参加申込は９月１５日（木）締切です。 

        ※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。 

 

 

第１９回おけとウルトラパークゴルフ大会参加者募集！ 
日 時 ≪１日目≫１０月１日(土) ９時３０分 受付開始 １１時３０分開会式 

≪２日目≫１０月２日(日) ９時００分 競技開始 【小雨決行】 

  会場 おけとパークゴルフ場 

  部門 ①一般の部（性別、年齢制限なし） 

②シニア男子の部（１０月１日時点で６５歳以上） 

③女子の部 

各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー 

（５コース４５ホールを２日間） 

  表彰 内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか 

     各部門上位入賞者及びホールインワン賞、ラッキー賞等 賞品多数 

  申し込み、問合せ 

     大会実行委員会へ９月１５日（木）までに大会参加料２，０００円を添えて申し 

込んでください。 

     詳しくは、教育委員会 社会教育課（電話：５２－３０７５）へご連絡ください。 
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公民館・社会教育 
 

【小･中学校芸術鑑賞事業のご案内】 

～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます 

  当日時間までに各会場へお越しください～ 
 

その１）小学校は､８本のチェロによる合奏 

と き  ９月７日(水)  午前１０時３０分より（約８０分） 
ところ   置戸小学校 体育館 

内 容   チェロアンサンブルユイット ～８人のチェロ奏者による合奏～ 

◇置戸町開町１００周年記念ソング「まぁるい日々」や「ひょっこりひょうたん島」 

など､チェロ８本の響きで､クラシックに限定しないプログラムをお楽しみください。 

 

その２）中学校は､落語高座 

と き  ９月２３日(金)  午後１時２０分より（約８０分） 
ところ   置戸中学校 体育館 

内 容   入船亭扇治師匠による落語入門＆落語高座 

◇以前､何度か図書館ロビーで落語高座をお願いした扇治師匠の置戸町再訪です。 

落語の基本のお話を交え､落語の楽しみ方を伝授していただきます。 

 

 

公民館特別企画 「アフタヌーン・ミニコンサート」 

～午後のひと時､公民館ロビーで生演奏はいかがですか？ 

と き  ９月８日(木)  午後２時４５分より（約４５分） 
ところ   置戸町中央公民館 ロビー 

内 容   チェロ・ヴァイオリン・ピアノのトリオによるミニロビーコンサート 

出 演   チェロ：阪田宏彰・ヴァイオリン：肝付尚子・ピアノ：山川みね子 

参加費   無料 

◇当日午前中の「どんぐり」ミニコンサートと同じプログラムで行います。 

トリオによる１時間弱のショートプログラム。ジブリ､唱歌､クラシックなど 

耳慣れた曲の多彩な演奏を､どうぞお気軽にお楽しみください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置戸町の人気者地域キャラクター「おけばんばくん」がゆるキャラ®グランプリ２０１６

にエントリー中です。 

投票は 1０月２４日まで、応援よろしくお願いします。 
 

ゆるキャラグランプリ・オフィシャルサイトから投票できます。 

携帯電話・パソコンなどメールアドレスごとに１日１票投票できますので 

ご協力をお願いします。 
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公民館・社会教育 

札幌学院大学勝山２遺跡発掘調査（考古学実習） 
  今年で７年目を迎える札幌学院大学（鶴丸俊明学長）の 

考古学実習が８月９日～１６日まで行われました。滞在中 

は勝山地区の皆さんをはじめ多くの町民のみなさんと交流 

することができ、実りのある実習となりました。 

 

公民館教室 「羊毛フェルト教室」 
  中央公民館では、羊の毛を使った「フェルト教室」を開催します。 

  置戸町内に住む対馬さんを講師に、簡単な「フェルト文鎮」を作りますので、どなたでもお

気軽にご参加ください。 

と き   ９月１４日(水)  午後７時００分より（約２時間） 
ところ   置戸町中央公民館 農事研修室 
内 容   フェルトの文鎮づくり 
講 師   置戸町拓殖 対 馬 ひとみ さん 
参加費   １００円 
定 員   １０名（先着順とします） 

   持ち物   タオル 
   参加対象  町内在住・在勤の方で小学生以上 

参加申込  材料準備の都合上、９月９日（金）までに中央公民館へ申し込む願います。 
         電話 ５２－３０７５（土日・祝日休み） 
   その他   小学生の参加は親子同伴でお願いします。 
 

森林工芸館 
 

「木に親しむ日」の木工教室 〜途中経過〜 

 7 月から始まった「木に親しむ日」の

木工教室。今回は毎月 8 日と 22 日をも

のづくりの日として月に 2 回の木工教室

を行っています。 

 9 月までの全 6 回で仕上げるのは小さ

なテーブル。今回はこのテーブルの天板

を「はぎ合わせ」という方法で様々な樹

種を使用して製作しています。「はぎ合わせ」は板材等を幅方向に接着していくもので様々な方

法があります。今回は「すり合わせはぎ」といわれる方法を用いて接着をしています。 

 木材加工の際に必ず出てきてしまう端材を利用することで様々な樹種を使用することができ、

なかなか見ることのない個性的な天板がいくつも出来上がってきています。参加者の皆さんは一

般的に使用される木工用ボンドだけで接着され、十分な強度を持つ材料を見て驚かれているよう

でした。次回はいよいよ脚の組み立て作業に入ります。少しずつですが確実に完成へと向かって

います。一から作るものづくりの過程を経て愛着のもてる作品が出来上がると嬉しい限りです。 

 

※どま工房貸館中止期間のお知らせ 

どま工房では 10 月からの企画展準備のため、9 月 12 日(月)から 12 月 4 日(日)まで貸館を中

止させていただきます。 

なお、企画展期間の 10 月 1 日(土)から 11 月 27 日(日)は開館しておりますので、秋岡コレク

ションを見学にぜひお越しください。 
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森林工芸館 
 

日本の手仕事道具 −秋岡コレクション− 

No.22「生活用具 その二」発刊のお知らせ 

この度、森林工芸館では日本の手仕事道

具 -秋岡コレクション- No.22「生活用

具 その二」を発刊しましたのでお知らせ

します。 

 No.22「生活用具 その二」では「生

活用具 その一」に比べ、より人々の生活

に密接に関係した用具類のほか、船箪笥

や帳場箪笥など日本が誇る職人の手仕事

の技術によって作り上げられた和家具類

を掲載しています。様々にからくりを施

した職人の知恵や細工の美しい金具など、

現代の技術にも引けを取らない魅力的な

資料ばかりです。 

 日本の手仕事道具 −秋岡コレクション− No.22「生活用具 その二」はカラー解説ページを含

めた全 139 ページ、税込価格 2,000 円(町民価格 1,500 円)です。購入をご希望の方は、森林

工芸館にてお求めください。 
 

  
 

 
 

１ 

（木） 拓実１６：００（渡辺） 
１４ 

（水） 
秋田市街 1４：３0 

どんぐり長時間園児 15：３０ 

２ 

（金） 置戸小学級文庫 1４：２０ 
1５ 

（木） 
雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上） 

６ 

（火） 
常盤 16：４５（工藤） 

１６ 

（金） 
置戸中学級文庫 1５：３５ 

７ 

（水） 
置戸小１・２・３年 14：０0 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） 

２７ 

（火） 
置戸小４・５・６年 14：５0 

 

８ 

（木） 
置戸小４・５・６年 14：０0 

２８ 

（水） 
置戸小１・２・３年 14：００ 

９ 

（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 

２９ 

（木） 
どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１３

（火） くるみの会 1６：０0 

３０ 

（金） 
くるみの会書架入替 14：00 

北光 16：３０（城岡） 

境野公民館 17：00 

 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■こころのともってどんなとも（みやこしあきこ）ジョンくんのてがみ（新川智子） 

■一般書■かごと器を編む竹細工（田中瑞波）風のゆくえ北の動物たちを描く（増田寿志）アシ

ュリーの戦争（ゲイル・スマク・レモン）千夏ちゃんが行く（福本千夏）宗教学者の父が娘に語

る宗教のはなし（島田裕巳） 

■読み物■大沼ワルツ（谷村志穂）殉教者（加賀乙彦）人生という夢（小檜山博） 


