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10 月の休館日情報 
 

・中央公民館 10/3,10,16,24,31 

・地区公民館 10/2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 

・町立図書館 10/3,10,11,17,24,27,31 

・スポーツセンター 来年の３月末まで 

 生涯学習だより 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミーの立石・村田

２名のコーチを迎え、「少年少女野球教室」が９月１１日（日）に

開催されました。 

前日までの雨も上がり置

戸町営野球場を使用して、

野球少年団・置戸中学校野

球部の子どもたち３０名が３時間わたり、野球の基礎から

学ぶことができました。立石コーチ（元日本ハムファイタ

ーズ投手）・村田コーチ（元日本ハムファイターズ野手）

からは、基礎練習の大切さや、目的意識をもって練習に取

り組むことの重要性など指導を受けました。 

 最後には、保護者を交えて立石投手とのバッティング対

決を行うなど楽しい充実した教室となりました。ヒットは打てたかな？ 

 

健康と長寿を祝う集い～いつまでもお元気で～ 
 

置戸町の発展を支えてくださった皆様をねぎら

い敬うため、秋田では９月１８日（日）、境野・置

戸では９月１９日（月）、勝山では９月１５日 

（木）に「健康と長寿を祝う集い」を開催しました。 

 対象者は、今年度で満７５歳以上の方で置戸町全

体では６７７名（前年６７８名）でした。当日の参

加者は、秋田地区が３４名、境野地区が５９名、置

戸地区が１７０名、勝山地区が６２名で、数え８０

歳を迎える４７名の方が置戸町から長寿記念品を

贈られました。 

各会場では、井上町長や佐藤町議会議長など多く

の来賓を迎え、和やかに交流をして、町内で活躍さ

れる方々による舞台発表や子どもセンターどんぐ

りの園児による発表など各地区の特色あるプログ

ラムが続き、参加者を大いに楽しませていました。

とくに長寿のみなさんは、子どもたちの出演にやさ

しい笑顔で声援を送っていました。 

第７9 号 

H2８.10.1 

 
 

発行 

置戸町教育委員会 

（図書館） 

TEL52-3202 

 



 2 

図書館 
 

秋の読書週間事業 
 

                  【作品募集は 

１０月２２日から１１月２６日】 
 

  図書館では、今年も読書週間に合わせて本と読書に関係する様々な作品を募集しています。 

ジャンルは下記の４部門です。ご応募いただいた作品の審査は行わず、１２月２５日まですべ

ての作品を展示し、来館者にご覧いただきます。 

 

 

 

 

どんぐり幼年消防クラブ防火ポスター展 
子どもセンターどんぐりの“幼年消防クラ

ブ”のみなさんが一生懸命に描いてくれた防火

ポスターを展示します。 
 

期 間  １０月 2０日（木）～２６日（水） 
 

場 所  図書館集会室 

 
 

☆おはなしかい 
 

とき １０月１日（土）午前１１時から 
 

おはなしのコーナーで 

 

☆こどもシアター 
 

とき １０月１５日（土）午前１１時から 
 

しゅうかいしつで 

 

応募のきまり 

 
☆募集部門 

１）私のおすすめ本紹介 

 （書評風に、もしくは本の「帯」を書く 

気持ちで） 

２）本・絵本の主人公や作者への手紙 

 （心に残った本の登場人物やそのお話を 

書いた作者にあてて） 

３）視写（書き写し） 

 （本の中の気に入ったフレーズ・感動した

文書をそのまま書き写して） 

４）心に残った場面を、絵や詩、短歌、俳句、

川柳等で表現（感想画・感想俳句・感想川

柳など） 

※いずれもどの本かわかるよう、題名・作者・ 

出版社を明記してください。 

※各部門ひとり一作品とし、全ての部門でも 

一部門を選ばれて参加されても自由です。 

☆応募資格 

 特にありません。関心のある方ならどなたで

も応募できます。 

 

☆応募期間 

 １０月２２日（土）から１１月２６日（土）

までの間に図書館へ届けてください。 

 

☆作品発表と賞 

 作品は、１２月３日から 

１２月２５日まで集会室に 

展示いたします。 

審査は行わず、応募いた 

だいた方全員に参加記念品 

をお贈りします。 

 

 

 

 

図書館まつりの報告とお礼 
９月１０日は花ぐもりの中での図書館まつり開催

でしたが、多くの人に参加をいただきました。 

古本市やあそぼう舎のリサイクル市、初めての

試みの図書館オリエンテーリング、わんぱく広場な

ど、多くのボランティアのご協力により開催すること

ができました。ありがとうございます。 

また、古本市の売上を図書館まつり実行委員会

から図書資料整備基金に寄贈いただきました。 

図書館で新しく本を購入する際の資金とさせて

いただきます。心よりお礼申し上げます。 

 

古本市の売り上げ  

２２,２９３円 

（ミニ古本市含む） 
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社会体育 
 

２０１６町民サイクル駅伝競走大会 
９月２５日（日）開催の駅伝大会は、１２チーム６０名のランナーが参加し、爽やかな秋風の

中を駆け抜けました。 上位チームは以下のとおりです。 
 

 

【一般の部】 

 優 勝  置戸町はしろう会 ４１分５７秒 

（平岡 俊・安藤光希・峯田雄斗・長尾俊輔・佐藤政夫） 

 準優勝  役場走友会ＭＴＢ ４６分１５秒 

 第３位  置戸小学校    ４９分５６秒 

 ラップ賞 佐藤政夫・大戸基史 ７分４９秒 
 

【中学生の部】 

 優 勝  置中サッカー部Ａ ３５分０５秒 

（菅野速人・井上飛翔・高橋 優・北島 卓・蝦名 拓武） 

 準優勝  置中サッカー部Ｂ ３６分２５秒 

 第３位  置中サッカー部Ｃ ３９分４６秒 

 ラップ賞 蝦名 拓武     ６分４４秒／最高ラップ賞 
 

【小学生の部】 

 優 勝  俊足ブラザーズ  ４３分２１秒 

（本間大翔・小嶋龍騎・佐藤新汰・櫛引集斗・森下陽翔） 

 準優勝  置小５－６年男子 ４５分０５秒 

 第３位  置小６年女子   ４７分２９秒 

 ラップ賞 小野寺颯麿     ７分３０秒 

  
公民館・社会教育 

 

 

今年の秋は４１回目の町民文化祭です 
 

町民文化祭は､町内で活動されている皆さんの年に１回の交流の場･ 

お披露目の場です。町内で様々な文化活動やものづくりに取り組まれてい

る皆さん､町民文化祭に出展･出演してくださいませんか。 

個人･団体を問いません。日頃の活動の一端をぜひともご披露ください。 

（お問い合わせは中央公民館へ・TEL 52-3075） 
  

◆展示の部 １０月２５日(火)～１１月６日(日)１８:００まで 
  

◆舞台発表･文化賞授与･バザー    １１月３日(木･祝) 
  
◆協賛事業 １）映画上映会「パパ､遺伝子組み換えってなぁに？」（８５分） 

１１月５日(土) １３:３０と１９:００の２回上映（無料） 

主 催：食の未来を考える会 
  
      ２）復興支援舞台「イシノマキにいた時間」 

１１月１２日(土) １４:００開演 

  主 催：置戸町芸術文化鑑賞協会 

入場料：一般 １０００円・高校生以下 ５００円 
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公民館・社会教育 
 

 

〈食のまちづくり事業〉 

「２種のカレーを愉しむ･極める､本格カレー教室 
～ルーから手作りの本格カレー＆ドライカレー作り～」 

  

置戸の学校給食定番の手作りカレー。添加物の一切入らない本格カレーは､手間こそかかるもの

の､食べたら納得のおいしさと安心感満載です。 

今回は､１回目にルー作りとドライカレー､２回目は寝かせて熟成させたルーでカレーを作りま

す。１回目ではドライカレーを､２回目はカレーライスを食べられる欲ばり企画です。 

２回とも参加できる方なら､どなたでも参加ＯＫ。小学生以上､親子での参加も歓迎します。 

どうぞお早めにお申し込みください。 
 

と き ①１０月２２日（土）午前９時３０分から（終了予定正午） 

②１１月２６日（土）   同上      （終了予定１２時半） 
 

ところ  中央公民館 調理実習室 
 

講 師  食のアドバイザー･佐々木十美さん 
 

参加費  ２，０００円（２回分の材料代・昼食分プラス持ち帰り分を含みます） 

※上記は町民限定価格です。町外からの参加は３０００円となります。 
  

持ち物  エプロン・三角巾 
 

定 員  ２０人 ～先着順で締め切ります～ 
 

申込み  中央公民館へ（TEL 52-3075） 
 

 

森林工芸館 
 
 

企画展 関連企画「漆塗りのお箸をつくろう」ワークショップ 
 

 次ページの企画展の展示に沿ったワークショップを１０月と１１月に行います。今回は自分で

削り出したお箸に漆塗りをするといった内容です。普段触れる機会の少ない貴重な漆塗りの体験

をしてみませんか？当日は北見で漆塗りをされている菅原さんを講師に塗りの体験と漆について

のお話をしていただきます。 
 

日 時：①１０月２２日(土) ②１１月 ５日(土)  

    各回とも１０：３０〜１５：００ 

(昼食は各自でお取りください)  
 

場 所：どま工房(森林工芸館隣接) 
 

定 員：各回とも１０名 
 

講 師：菅原咲(塗師)、那珂琴絵(どま工房研究員) 
 

対象年齢：１８歳以上 
 

参加費：２，０００円(当日ご持参ください)         

※参加受付は10月3日(月)から10月14日(金)まで。受付時に希望する日にちをお伝えください。 

定員になり次第、締め切らせていただきます。 

お問い合わせは、オケクラフトセンター森林工芸館(TEL 52-3170)まで。 

※写真はイメージです 
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森林工芸館 
 

 第２５集 日本の手仕事道具 −秋岡コレクション−企画展 

「職人仕事を支える道具」企画展 
 

日 時：１０月１日(土)〜１１月２７日(日) 
    １０：００〜１６：００ 

    ※月（10/10は開館）・火・１０月１５日(土)休館 
 

場 所：どま工房(森林工芸館 隣接) 
 

内 容：職人の仕事道具には普段目にする機会の少ない特殊

な道具がたくさんあります。それらの道具が作り続けられる

ことで職人は一流の仕事ができるといっても過言ではあり

ません。職人の仕事道具を作る職人と、その道具を使いこな

す職人。双方がいることで素晴らしい技術が生まれ、商品として私達の手元に届けられるのです。 

 今回の企画展では「職人仕事を支える道具」と題して塗師の道具を主に、その道具が製作され

る過程や実際の漆塗りの食器のほか、曲輪職人、下駄職人の道具なども展示していきます。 

ぜひ、どま工房まで足をお運びください。 
 

 

 「木に親しむ日」の木工教室 〜最終回〜 
  

７月から始まった「木に親しむ日」の木工教室。全６回の

工程で様々な樹種を組み合わせた天板の小さなテーブルを

製作していました。先日９月２１日に全６回の工程を終え、

無事参加者皆さんの作品が完成しましたので紹介させてい

ただきます！  

 毎月２回２時間程度のものづくりですが、時間と手間をか

けて少しずつ作り上げた作品はどんな商品よりも価値のあ

る作品となったのではないでしょうか。これから長い時間をともに過ごすことで、さらに愛着あ

る品へと成長してくれると嬉しい限りです。 

 森林工芸館では町民の皆さんにもっと身近に木に触れ、親しみ、興味をもっていただけるよう

に今後もこのようなものづくり体験を行っていきたいと考えております。たくさんの方の参加を

お待ちしております！！ 
 

社会教育団体 
 

置青協７０周年記念事業のお知らせ！！ 
 

置戸町青年団体連絡協議会は今年で設立７０周年を迎えます。それを記念し

て、１０月１５日（土）に記念講演会と記念交流会を開催することとなりまし

た。記念講演会では、TEAM NACS リーダーの森崎博之さん（あぐり王国 NEXT な

どに出演）を講師に「生きることは食べること」をテーマに「食」についての

お話をしていただきます。 

また、記念交流会「Oketobar Fest」（オケトーバーフェスト）では、一夜限

りの「BAR」を開催し、交流ゲームや舞台パフォーマンス、手作り料理など来場

者が楽しめるようイベントを用意しています。どちらも入場するには、整理券

やチケットが必要になりますので、１０月１１日（火）まで中央公民館で配布＆販売しておりま

す。ぜひ、たくさんのご来場をお待ちしております。 
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「読 書」    教育長 平野 毅        教育コラム No,３ 
 

汽車通生だった高校生時代、粗野であったにも拘らず文学青年の響きにあこ

がれ、文庫本をいつも手にしていた。夢中になった作家は「安部公房」。顔を

失った男の物語「他人の顔」、箱をかぶったまま生活する男の生活を描いた「箱

男」、実に衝撃的なストーリーに引き込まれた。 

大学生の時は戯曲に夢中になった。「セールスマンの死」「炎の人」「真夏

の夜の夢」「桜の園」、好きな作品を挙げればきりがない。 

そして中学校の国語教師に。国語の教師に因らず、年を経るごとに読書量は

減った。理由は自由な心で想像を膨らませながら読むことがどんどんできなく

なったから。 

国語のテスト 問題。文学作品で作者の思いを問う問題では、「この表記

があるからこ れ」と答えは一つしかなく、そんな制約が授業の中で求め

られ、読書から 遠のいてしまった。 

そしてその制 約から解放された今、再び読書が楽しくなっている。 

高校生の時、 国語教師「板緑先生」が作品と作者とを重ね合わせて読む

面白さを教えて くれた。 

宮沢賢治の 「雨ニモマケズ」。最後を「サウイフモノニ ワタシハナ

リタイ」と結ん でいることもあって、力強い作品と感じていた。でも、賢

治の生涯を知る ことで、病床に臥してぼろぼろと涙を落としながらしたた

めた、とても切ない作品だということを知った。 

また「走れメロス」。主人公メロスの行動と作者太宰治の人生とを重ねると見事に合致して、

メロスのかっこいい姿はあっさりと消え去ってしまう。 

やっぱり読書は面白い。今は「老い」をテーマにした本を読むことが多くなった。「老いるこ

と」を嘆き悲しむ作品は手にせず、痛快に生きる毎日をユーモアを絡めながら描く作品を読んで

元気をもらっている。読書は人生を豊かにし、人生をも変える力をもっていると実感している。 
 

  

 

 
 

４(火） 常盤：工藤 16：45 １８(火） 置戸中学級文庫 15：35 

５(水） 常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） １９(水） 置戸小１・２・３年 14：00 

６(木） 拓実：渡辺 16：00 ２０(木） 常楽園・緑清園 13：30 

７(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 

２１(金） 置戸小４・５・６年 14：50 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１２(水） 秋田市街 14：30 

どんぐり長時間園児 15:30 

２５(火） くるみの会書架入替 14：00 

 

１３(木） 雄勝：小木 16：40 

幸岡：井上 17：00 

２６(水） 置小ふくろう文庫 15：00 

１４(金） 秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

２８(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 」 
■児童書■アリスのうさぎ（斉藤洋）つきよのたけとんぼ（梅田俊作） 

■一般書■木のタネ検索図鑑（小南陽亮・田内裕之・八木橋勉）野生動物の餌付け問題（小島望・

高橋満彦）昆虫の哲学（ジャン・マルク・ドルーアン）そこが知りたい電力自由化（高橋真樹）

知っておきたい介護術（田中義行） 

■読み物■よっつ屋根の下（大崎梢）九十三歳の関ヶ原（近衛龍春）風を縫う（あさのあつこ） 


