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1 月の休館日情報 
 

・中央公民館 1/1～4,9,15,23,30 

・地区公民館 1/1～4,8,9,15,16,22,23,29,30 

・町立図書館 1/1～4,9,10,16,23,26,30 

・スポーツセンター ３月末まで 

 生涯学習だより 

 

 
 

 

  
 

 

新年のごあいさつ 

置戸町教育委員会 教育長 平 野  毅 
 

  あけましておめでとうございます。 

輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年中は、教育 

行政に対する温かいご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

  

「何となく、今年はよい事あるごとし。元旦の朝、晴れて風無し。 石川啄木」 

 

毎年、こんな思いで元旦の朝を迎えますが、昨年は強い地震で熊本県、鳥取県、福島県が、

さらに連続して上陸した台風により北海道、岩手県が甚大な被害を受けました。毎年、自然の

脅威は人間を翻弄し、容赦のない惨苦を突きつけます。 

今年こそ移ろいゆく四季を全身で感じ、ほっこりと私たちの心を癒してくれる美しく優しい

自然であってほしいと強く願っています。 

平成２９年、私ども教育委員会三館は皆様のご協力を賜りながら、置戸

に住む皆様にとって豊かで、潤いのある町と実感することのできる活動を、

決意新たに職員一丸となり、さらなる努力で推進して参ります。  

結びになりますが、平成２９年が皆様にとって素晴らしい年となります

ことをお祈り申し上げ、年頭のごあいさつといたします。 
 

年末年始休館日のお知らせ 

施設名 休 館 日 

森林工芸館 

１２月２８日（水）～平成２９年１月４日（水） 

※ショップ１２月２８日（水）～１月２日（月） 
 

１月３日（火）初売り・福袋販売（午前中のみ） 

※１月４日（水）定休日 

１月５日（木）から通常営業（午前１０時～午後６時） 
図書館 １２月２９日（木）～１月４日（水） 

スポーツセンター ３月末まで耐震補強工事のため休館です 

中央公民館 １２月２９日（木）～１月４日(水) 
地区公民館 １２月２９日（木）～１月４日(水) 
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成人祭のお知らせ ～ ご成人おめでとうございます ～ 
 

日時  1 月８日（日）午前 11 時（受付 10 時 15 分～） 

会場  置戸町中央公民館 
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図書館 
 

 
 

２月は、置戸町の「本にしたしむ月です」。今年も読書月間の小学生向けに「子どもおはなし

大会」や「読書カード」のとりくみをおこないます。図書館を利用して、たくさんの本に親しん

でくださいね。 

「読書カード」をつけよう 
 

１月のおわりころに学校をつうじて“読書カード”をくばります。 

このカードに、冬のあいだ読んだ本のきろくをつけてください。 

１さつめは、「おけとこどものほんだな」にのっている本の中から 

スタートしてください。 

できたカードは、３月はじめまでに、図書館か学校に出してください。 

出してくれた人には、きねんひんをさしあげます。 
 

「子どもおはなし大会」にさんかしよう 
 

毎年「子どもおはなし大会」に、たくさんの子どもたちがはっぴょうしてくれています。 

早めにじゅんびをして、またすばらしいおはなし大会になることをきたいしています。 

い つ   ２月 １８日 （土） 午後１時から 
 

どこで   図書館集会室 
 

ないよう   ・本にあるおはなしをする 

・じぶんでつくったおはなしをする 

・じぶんでつくったかみしばいをする 
 

※さんかする人は１月３１日（火）までに、図書館か、学校の先生にもうしこんでください。 

 

置中３年『手づくり絵本展』 
 

置戸中学校では毎年、３年生が絵本を手づくりして「こども

センターどんぐり」の園児に読み聞かせてをしています。 

この、３年生が心をこめて作った２６冊の絵本をぜひ多くの

皆さんごらんください。 
 

期間  １月５日（木）から３１日（火）まで 
 

場所  図書館集会室 
 

 

新年あけましておめでとうございます。 
図書館は新年１月５日（木）から 

平常どおり開館します。 

今年もよろしくお願いします。                    

置戸町立図書館職員一同 

 

 

１月のおはなしかいとこどもシアター  
 

☆おはなしかい 

１月７日（土）午前１１時から  

おはなしコーナーにて 

☆こどもシアター 

１月２１日（土）午前１１時から  

しゅうかいしつにて 
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公民館・社会教育 
 

  

 平成２９年「第５５回新春文芸大会」作品募集中です 
 

新春文芸大会は､ふだん俳句や短歌､川柳､詩を作っていない人にも気軽に参加してもらいたい

と､置戸町文化連盟と中央公民館が共催して取り組んでいる事業です。 

今年も中学生の部門もあります。中学生の若い感性が生み出す作品も当日披露されます。 

どなたでも参加いただけます。ぜひあなたも作品づくりに挑戦してみてください。 
 

◆日 時  １月２９日（日） 午前１０時～ 
 

◆会 場  置戸町中央公民館 多目的ホール 
 

◆参加費  作品応募は無料（当日の昼食懇親会参加者は会費 1,000円） 
 

◆＜俳句＞ 兼題『初日の出』１句、雑詠２句 

＜短歌＞ 兼題『 目 』１首、雑詠１首 

＜川柳＞ 兼題『 新聞 』１句、雑詠２句 

＜ 詩 ＞ 自由１編 
 

◆作品提出期日  １月１０日（火）必着 
 

◆表 彰 部門ごとに上位入賞者を表彰します。(参加賞もあります) 
 

◆提出先・お問い合わせ 中央公民館（社会教育課社会教育係）℡52-3075 

 

２０１７おけと子ども冬まつり 開催近づく！！ 
 

今年も「おけと子ども冬まつり」をスポーツセンターグラウンド横特設会場で開催します。 

毎年大人気の「雪の大斜面」や「氷のすべり台」を開放したり、雪遊びには欠かせない「スノ

ーモービル」の無料体験を用意します。小さいお子さんから楽しむことができますので、たくさ

んのご来場をお待ちしております。 
 

と き：２月５日（日）午前９時３０分から 

ところ：スポーツセンターグラウンド横特設会場 

内 容：子ども会交流競技（親子ばんばリレー、むかで競争） 

    オープン競技（スノーフラッグ、ぼっちゃんじょうちゃん） 

など多数用意しています。 

 ※その他、詳しい内容は中央公民館（☎52-3075）までお問い合わせください。 

  

[予告] 「食のまちづくりフォーラム」を開催します 

日時： ２月１２日(日) １０：００～１４：００ 

内容： ・置戸の食への思いや実践を紹介するリレートーク 

・昼食は､ルーから手作り 話題の「給食カレー」と 

地元野菜を活かした手作り福神漬けです 

※ カレー作りの協力者､募集中！ 

※ 詳細は次号でご案内します（お問い合わせは中央公民館へ te.52-3075） 

ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
た
い
ば
か
り
に 

無
駄
使
い 
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社会体育 
 

 第３１回秋季ミニバレーボール大会の結果 
 

１１月から始まったミニバレー大会は、混合の部１３チーム、女子の部５チームが参加。混合

の部は「Ｏ・ＫＣＬＵＢ」がリーグ優勝。女子の部では「天邪鬼 レディース」が予選リーグ５位

から決勝リーグで勝ち上がり、見事な下剋上で優勝を飾りました。 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

教育委員会スキー教室のお知らせ！ 
 

初心者の方も、もっと上達したい人もスキーレッスンを受けて見ませんか？ 

技術に合わせてクラス分けしますので、お気軽にご参加ください！ 

○日 時：1/25（水）、26（木）、27（金）の３日間（午後６時２０分までに受付ください） 

○場 所：南ケ丘スキー場 

○対 象：中学生以上 

○講 師：置戸町スキー連盟指導者 

○申 込：１月１８日（水）までに社会教育課 （電話：52-3075）へ申し込みください。 

○その他：リフト使用料も含めて受講は無料です。スキー用具は各自ご用意ください。 
 

 
 

                         

 
５ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 1８ 

（水） 

置戸小１・2・3 年 14：00 

６ 

（金） 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

１９ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

１１ 

（水） 

秋田市街 1４：３0 

常盤 16：00（葛葉・笛田） 

2０ 

（金） 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１２ 

（木） 

北光：倉本 16：20 

雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

2４ 

（火） 

くるみの会書架入替 14：00 

1３ 

（金） 

どんぐり長時間園児 1５：30 ２５ 

（水） 

置戸小ふくろう文庫 15：00 

1７ 

（火） 

くるみの会 16：00 

常盤：工藤 16：45 

３１ 

（火） 

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■とびっきりのともだち（エイミー・ヘスト）あかりさん、どこ行くの？（近藤尚子） 

■一般書■雪と氷の疑問６０（日本雪氷学会）エシカルな農業（伊藤一幸） 

住友銀行秘史（國重惇史）最高の休息法（久賀谷亮）役者人生、泣き笑い（西田敏行） 

■読み物■明日の食卓（椰月美智子）木もれ日を縫う（谷瑞恵）闇の平蔵（逢坂剛） 

「混合の部」１１／２～１２／４ 
 

優 勝  Ｏ・ＫＣＬＵＢ 

準優勝  天邪鬼 田原産業 

第３位  ガンバロウ 

 

「女子の部」１１／１１～１１／２５ 
 

優 勝  天邪鬼 レディース ※予選５位 

準優勝  山  女      ※予選２位 

第３位  ＭＡＵＷＥ↑↑   ※予選１位 

 

冬はスキー 好きー！！ 

みんなで行こうよ 南ヶ丘 


