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1１月の休館日情報 
 

・中央公民館 11/7,14,21,23,28 

・地区公民館 11/3,6,7,13,14,20,21,23,27,28 

・町立図書館 11/3,7,14,21,23,24,28 

・スポーツセンター 来年の３月末まで 

 生涯学習だより 

 

 
 

 

  
 

置青協設立７０周年記念事業 

～たくさんのご来場ありがとうございました～ 
 

置戸町青年団体連絡協議会（石塚貴士会長）

は、昭和２１年に発足し今年で７０周年を迎え

ました。それを記念し、ＨＢＣＴＶ「あぐり王

国北海道ＮＥＸＴ」の司会で有名な森崎博之さ

ん（ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ）を講師に迎え、記念

講演会「生きることは食べること」と、青年層

を対象にした記念交流会「OKETOBAR FEST（オケ

トーバーフェスト）」を１０月１５日（土）に

中央公民館で開催しました。 

記念講演会では、２００名を超える方々にご来場いただき、森崎博之さんが「食」を学ぶキッ

カケに佐々木十美さんとの出会いがあったこと、本物は畑にあること、お米のおいしい研ぎ方、

食材の鮮度の大切さなどクイズを交えながら、大切な

「食」について楽しくお話いただきました。 

また、記念交流会では、置青協会員手作りによる交

流イベント「OKETOBAR FEST」を開催しました。 

約１年前から実行委員会（有馬慎吾委員長）で企画

を練り、会場・イベントの準備を進めてきました。 

当日は、約１００名の方に参加いただき、演劇やダ

ンスパフォーマンス、手作り料理などで楽しい時間を過ごしてもらうことができました。 

参加者からは「手作り溢れるイベントに感動した」「料理がおいしかった」「来年もぜひ開催

してほしい」など嬉しい言葉をいただくことができ、青年層の交流の場が必要であることを改め

て実感することができました。この記念事業に対して、たくさんの方々にご理解・ご協力を賜り、

また多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました。 
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図書館 
 

～小学生のみなさんへ～ 「おけとこどもの本だな」の中からどくしょクイズです 
☆しめきりは１１月１９日（土）まで☆ 
図書館では、読書週間にあわせて「どくしょクイズ」をおこないます。 

学年ごとに、１冊の本から２もんずつクイズをだします。【     】の中にはいることば

をこたえてください。もんだいは「こどもの本だな」の本からだしています。（もんだいのよこ

の「え」がその本のヒントだよ） 

答えは、図書館か小学校にだしてください。２もんともあっていた人は、きねんひんがあたる

よ！１２月の「つくし」でせいかいをはっぴょうします。 

１ねんせいのもんだい ヒント ４年生のもんだい ヒント 

オオカミのえものは【    】 

だ 

 
【   】はげっそりした 

かおでいいました 

 

【         】は、 

もうきこえない 

【     】はたちあがっ 

て、こぶしをにぎりしめてさけ 

びました 

２ねんせいのもんだい ヒント ５年生のもんだい ヒント 

じょーじは、かわいいこざる 

でしたが、【        】 

でした 

 この雄大な【      】 

の景観と、そこに咲く草花を 

見せてやりたくて 

 

いまや、じょーじは 

【      】です 

音を立てて沢をくだる 

【    】は、合流しあって 

海にそそいでいます 

３年生のもんだい ヒント ６年生のもんだい ヒント 

おなじかみでも【     】、 

つよさがちがってくるんですね 

 ですから、わたしたちの住む 

大地も、【        】 

です 

 

【       】、とてもつ

よくなることがわかりましたね 

森林は、【        】 

も、つくりだしてくれました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図書館では「読書・感動のひろば」への作品を

募集しています。 

‘①「私のおすすめ本」②「本・絵本の主人公や

作者への手紙」③「本の好きなところの書き写し」

④「心に残った場面を、絵や詩、短歌、俳句、川

柳などで表現」、以上４つのジャンルがあります。 

用紙は自由です。ふるって応募ください。 

応募締め切りは１１月２６日（土）です。 
 

税の書道展 
小学生の力作をご覧ください！！ 

と き  １１月２日（水）～１０日（木） 

ところ  図書館集会室にて 

 

☆おはなしかい 
 

と き：１1 月 5 日（土）午前１１時から 

ところ：お話のコーナー 

 

☆こどもシアター 
 

と き：１1 月１9 日（土）午前１１時から 

ところ：しゅうかいしつ 

返却をお忘れの本はありませんか？ 

 図書館では返却をお忘れの本に督促状

をお送りしています。 

 返却期限切れの本はないでしょうか。 

行き違い等で返却の場合は、ご容赦くだ

さい。 
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森林工芸館 
 

 

「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しています 
 

 町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれ

る人材を育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾

生」を募集しています。 

 木工に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、もの

づくりをしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えて

みませんか？ 
 

募集人員  ３名以内 
 

研修期間  ２年間（塾長が必要と認めた場合に限り１年の延長可） 
 

研修内容及びカリキュラム 

  （１）基礎研修～オケクラフト及び木工芸に関する基礎的な技術・知識並びに生産から 

          流通までの総合的なデザインを学ぶ 

  （２）専門研修～生産実習を通じて、オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシップを 

習得するとともに、美意識の向上と独立に向けて経済的に自立する能力 

を身につける 
     

 ■座学 

    □工芸デザイン・素材概論・木工の基礎知識  □木工機械、器具の取り扱い 

    □塗装・乾燥技術  □伝統木工技法  □経営学・用の美学 
   

 ■実習 

    □オケクラフト生産実習  □流通販売・独立に向けての作業工程技術実習 

□秋岡コレクションを活用した生活用具のデザインと商品化   
 

研修場所  森林工芸館・共同工房・町内個人工房ほか 
 

応募資格  ■年齢－４５歳以下（原則） 

      ■その他－町内に定住してクラフト生産に従事する意思並びに５年以内に町内 

での工房開設が可能であること 
 

応募方法  履歴書・応募理由を記載し、郵送または持参してください。 
 

募集期限  平成２８年１１月３０日（水） 必着！ 
 

選考方法  書類審査・面接審査・簡単な木工実技審査 
 

指導体制  時松名誉塾長、森林工芸館長、講師（町内生産者、町内外関係機関） 
 

その他   研修期間中の研修費は無料 

      研修終了後は、共同工房を３年間使用できます（有料） 
 

 

応募書類送付・問合せ先 

 〒099-1100  北海道常呂郡置戸町字置戸４３９番地の４ 

        オケクラフトセンター森林工芸館「オケクラフト作り手養成塾」宛 

          TEL：0157-52-3170／FAX0157-52-3388 

          Email：kougeikan@town.oketo.hokkaido.jp 
 

「職人仕事を支える道具」企画展 好評開催中！！ 
 

まだご覧になっていない方は、１１月２７日（日）までにどま工房へ（月・火休館） 

mailto:kougeikan@town.oketo.hokkaido.jp
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公民館・社会教育 
 

第４１回町民文化祭 開催中！！ 

舞台発表 11月３日（木）♪ 展示 11月 6日(日)まで 
 

中央公民館を会場に１０月２５日（火）～１１月６日（日）まで町内で活動され

る方々の作品を展示しています。陶芸や俳句などたくさんの作品が並んでいます。  

郷土史研究会の特別展示「昭和初期の『宝の資料館』もご覧ください。 

また、１１月３日（木）は舞台発表があります。今年はフラメンコなどの特別出

演や、恒例の食改さんによる「うどん・そば」のバザーなどもあります。たくさんのご来場をお

待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳しくは１０月２０日広報折込みの町民文化祭チラシにて） 

 

《 町民文化祭協賛事業 》 

演劇「イシノマキにいた時間」公演のお知らせ！！ 
 

芸術文化鑑賞協会では、１１月１２日（土）１４時から演劇「イシノマキにいた時間」を中央

公民館で開催します。この演劇公演は、２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災で被災を

した石巻市のその後をストーリーにした舞台で、全国各地で公演をされています。今の石巻市が

なにを必要としているのか、どのようになっているのかを演劇を通して伝えていただきます。 

ぜひ、多くの方のご来場をお待ちしております。 

○チケット：大人１，０００円、高校生以下５００円（小学生は保護者同伴で） 

※未就学児の入場はご遠慮ください。（但し、町内に限り託児所を開設します。事前予約必要） 

○販売場所：中央公民館、図書館、森林工芸館、バラエティーなかむら 

 

《 町民文化祭協賛事業 》 

映画上映会「パパ､遺伝子組み換えってなぁに？」（８５分）無 料 

１１月５日(土) １３:００と１９:００の２回上映（開場は各３０分前） 

主催：食の未来を考える会（代表：石村博樹・問合先：曽我妙子 ℡090-8903-8771） 

※小さいお子さん同伴の方は、和室を用意しますのでお気軽にご相談ください。 

 

 
 
 
 
  

 

「どんなものを食べて大人になろう･･･」3人の子どものいる監督が、家族と共に 

遺伝子組み換え食品の謎を解く旅に出る。 

遺伝子組み換え食品の真実を追うドキュメンタリーでありながら、『どんな食べも

のを家族で選択していくのか』という答えをみつけるまでの、家族の成長物語。  
 

 

 

 

第１部（１０：００～１１：４５） 

１０：００～ 置戸山神太鼓 

１０：１５～ 文化賞表彰式 

１０：３０～ 和楽器の会 

１０：４０～ 民謡踊りの会 

１０：５０～ 吟詠会 

１１：０５～ フラサークル 

１１：１５～ 中学校リコーダー部 

１１：３０～ 秋田なまはげ太鼓の会 

※特別ゲスト １２：５０～１３：２０ 

生ギター演奏と華麗な踊り“フラメンコ” 

出演：板本麻美バレエアカデミーの皆さん 
 

第２部（１２：４５～１４：４５） 

１３：２０～ 秋田 K 音学部 

１３：３５～ フラサークル 

１３：４５～ 詩舞の会 

１４：００～ コーラスそよかぜ 
 

スタンプラリーお楽しみ抽選会 １４：１５～ 
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社会体育 
 

第１９回おけとウルトラパークゴルフ大会 
 

１０月１日（土）２日（日）「第１９回おけと 

ウルトラパークゴルフ大会」が開催されました。 

全道各地から１０４名の選手が参加し、２日間 

１０コースの「ウルトラ」大会で腕を競いました。 

２日間とも晴天に恵まれ、絶好のパークゴルフ 

日和となり、参加した選手の皆さんは日頃の練習 

の成果を十分発揮され１打を争う白熱したプレー 

が繰り広げられました。 

一般の部では、高橋選手（訓子府）が第１２回 

大会以来の２度目となる優勝、女子の部では財原選

手（北見）シニア男子の部では河野選手（北見市）

がそれぞれ初優勝を飾りました。 

一般男子の部 女子の部 シニア男子の部 

優 勝 高橋 徹（訓子府） 

２３７打 【内閣総理大臣賞】 

優 勝 財原 良子（北見） 

２４４打 【文部科学大臣賞】 

優 勝 河野 富夫（留辺蘂） 

２２５打 【北海道知事賞】 

準優勝 土井三喜男（北見） 

２４０打 

準優勝 緑川 幸恵（釧路） 

２４７打 

準優勝 小路 文男（北見） 

２３４打 

第３位 林  寿幸（弟子屈） 

２４１打 

第３位 田子  薫（北見） 

２４８打 

第３位 澤田 政男（北見） 

２３７打 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運動適正テスト（体力測定）のご案内 
スポーツ少年団協議会では、各スポーツ少年団で活動する小学生を対象に体力測定を行います。

自分たちの体力が向上したか、どんな運動が得意なのかなど見極めてほしいと思います。 
 

日 時 １１月２６日（土） 開会式９：３０（選手集合９：００） 

会 場 置戸小学校 体育館 

対 象 町内のスポーツ少年団員 

種 目 ①立ち幅跳び ②上体起こし ③腕立て伏せ ④時間往復走 ⑤５分間走 

申込み １１月１８日（金）までに各スポーツ少年団へ申込みください。 

 

 

 

 

各部の優勝者 財原選手（写真左）、 

高橋選手（写真中央）、河野選手（写真右） 

 

パークゴルフ場クローズのお知らせ 
おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場は、１１月３日（木）を最終日として今シーズンの営

業を終了します。今年もパークゴルフ場をご利用いただきましてありがとうございました。 
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社会教育団体 
 

第３８回全町女性交流会は､１２月４日(日)に開催 
 （午前中の半日日程です） 

 

今年で３８回目となる全町女性交流会は、置戸町女性会議

が主催しています。女性会議は、置戸町の５つの女性団体が

連携し、地域の発展と女性の地位向上をめざし団体の交流と

学習機会の提供をしています。   

今年は、農協女性部が全町女性交流会の担当で、弁護士の

山田正彦さん（元農林水産大臣、元衆議院議員）をお迎えし､

ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）をテーマにご講演をいただきます。 

ＴＰＰは、農業分野だけではありません。私たちの暮らし全般に関わるテーマです。この機会

に、関心のある方は､男女問わずどなたでも参加できますのでお越しください。 

※ 詳しくは､１１月２０日号の広報折込チラシをご参照のうえお申し込みください。 
 

 

  

 

 

１ 

（火） 

常盤 16:45（工藤） 1６ 

（水） 

秋田市街 14:30 

２ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14:00 １７ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14:00 

北光 16:20（倉本） 

雄勝 16:40（小木） 

幸岡 17:00（井上） 
４ 

（金） 

川南 16:00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17:00 

８ 

（火） 

置戸中学級文庫 15:35 １８ 

（金） 

置戸小学級文庫 14:20 

北光 16:30（城岡） 

境野公民館 17:00 

９ 

（水） 

常盤 16:00（葛葉・笛田） ２２ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14:50 

１0 

（木） 

置戸小４・５・６年 14:00 

拓実 16:00（渡辺） 

２５ 

（金） 

くるみの会書架入替 14:00 

置戸中学級文庫 15:35 

置戸中ふくろう文庫 16:00 

１１

（金） 

秋田あそぼう舎 14:30 

くるみの会 16:00 

２９ 

（火） 

どんぐり 14:00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１５

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 ３０ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14:00 

 

 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■くまさんどこ？（ジョナサン・ベントレー）さわってごらん！よるの星（クリスティ・

マシソン）空とぶリスとひねくれ屋のフローラ（ケイト・ディカミロ） 

■一般書■クラフツマン（リチャード・セネット）ねないこはわたし（せなけいこ）地域で支え

る認知症（吉田輝美）音楽する日常（久石譲）沖縄は未来をどう生きるか（大田昌秀・佐藤優） 

■読み物■スローバラード（小路幸也）お茶をどうぞ（向田邦子）赤い刻印（長岡弘樹） 

あしたの君へ（柚月裕子）秋萩の散る（澤田瞳子）水に立つ人（香月夕花） 


