
 
1

 

４月の休館日情報 
 

・中央公民館４/6,10～13,19,24～27,29 

・地区公民館 4/5,6,10～13,19,20,24～27,29 

※ 選挙のため公民館の休館日が増えています 

・町立図書館 4/6,13,20,27,29,30 

・スポーツセンター4/6,13,20,27,29 

    生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより 

 

 

 

 

 
 

生涯学習情報センターから町立図書館に 
 

４月１日より､生涯学習情報センターが１０

年ぶりに町立図書館に戻ります。 

なぜ､１０年が経った今､施設名を変更する

のでしょうか。 

平成１３年､長年の懸案だった図書館建て替

えの具体的準備に入った置戸町でしたが、最も

有利な財源である過疎債
注）注）注）注）

は、当時は図書館

建設への適用が認められていませんでした。し

かし財源確保のために、実質的に図書館機能を

持つことのできる施設として生涯学習情報セ

ンターを選択し､施設整備を進めてきました。 

ただし､生涯学習情報センターは法律上、正規の図書館とはみなされず､「国民の知る権利」

や図書館の本や資料を「無料で利用」できる権利などが法的に保障されるわけではありません。 

かつての「農村モデル図書館」としての運営が､貸出冊数日本一という実績となり､全国の図

書館から注目されてきた歴史を持つ置戸町の図書館は､この１０年の間も､施設の名称は変わ

っても､その歴史を継承し､実質的な図書館として､町民の皆さんへの図書館奉仕に努め､維持

発展してきました。 

財源上の事情から図書館の名称を変更し新館をオープ

ンさせましたが､いずれは図書館法に則った「図書館」に

戻すことは､開館前からの懸案事項でした。 

新館建築から１０年の節目を迎え､これからも町民の

学ぶ権利を守り､町の発展と町民の豊かで潤いある生活･

文化を支える地域図書館としての役割を担っていくこと

を明確にするために､このたび町立図書館に戻すことに

した次第です。 

新館のコンセプトとして掲げた「本のあるみんなのひ

ろば」として､これからも町民の皆様に愛され親しまれる

よう努めてまいります。 
 

注）注）注）注） 現在は､日本図書館協会､北海道町村会､議長会､置戸町等の粘り強い働きかけにより､図書館も

過疎債の対象となっています。法改正時のその功績を讃えられ､置戸町は２０１０年にライブラリー・

オブ・ザ・イヤー特別賞の表彰を受けています。 
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東京体験ツアー募集のお知らせ！！ 
 

平成２年に始まり２６年目を迎える「ふるさと交流事業」。今年は、置戸町の

子どもたちが多摩市を訪問する年となり、時期は７月下旬から１週間を予定して

います。詳しい内容は、新学期に小学校を通じてご案内します。対象学年は５年

～６年生となります。（平成２６年度ホームステイ受け入れ家庭の児童は優先さ

れます。）多摩市でのホームスティでの出会い、東京見学での発見、そして、友

だちと夏休みを有意義に過ごすよい機会です。 

今年も大勢の子ども達が参加してくれた 

「子どもお話大会」 
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    町立図書館町立図書館町立図書館町立図書館    
  

 

 

        

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４月のおはなしかいとこどもシアター  
☆おはなしかい 

と き ４月４日（土）午前１１時から 

ところ 図書館おはなしコーナー 

☆こどもシアター 

と き ４月１８日（土）午前１１時から 

ところ 図書館集会室 

 

「「「「本本本本はははは    キラキラキラキラキラキラキラキラ    万華鏡万華鏡万華鏡万華鏡」」」」    
４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日はははは「「「「こどもこどもこどもこども読書読書読書読書のののの日日日日」」」」    
 

第第第第５５５５７７７７回回回回    こどものこどものこどものこどもの読書週間読書週間読書週間読書週間    ４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日～～～～５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日    
 

「こどもの読書の日」は、２００１年に「子どもの読書活動推進法」 

で子どもが読書の喜びや楽しみを知ることを願って制定されました。 

その日から５月１２日までが「こどもの読書週間」となっています。 

図書館でも、読書週間事業として５月に「どくしょクイズ」を予定 

しています。お楽しみに。 

  

図書館図書館図書館図書館ボランティアボランティアボランティアボランティア募募募募集中集中集中集中ですですですです    
 

平成２６年度も、本の整理、様々な行事の運営参加をしてくれている小中学生ボランティ

ア「こだま」、布絵本の制作をしていただいているお母さん達のグループ「ありんこの手」、

各事業の運営協力をいただく一般ボランティアの皆さんの活躍がありました。 

２７年度も小中学生ボランティア「こだま」と、一般の絵本の読み聞かせ、行事等の運営

ボランティアを募集いたします。 
 

☆小中学生ボランティア「こだま」の募集☆ 
 

昨年は情報センターまつり、除籍作業、他にもいろいろな催しの協力をしてもらいました。 

今年も新しいメンバーを次のとおり募集します。 
 

◎募集の対象◎募集の対象◎募集の対象◎募集の対象    小学４・５・６年生、中学生小学４・５・６年生、中学生小学４・５・６年生、中学生小学４・５・６年生、中学生    

◎活動期間◎活動期間◎活動期間◎活動期間        平成２７年度１年間平成２７年度１年間平成２７年度１年間平成２７年度１年間    

◎活◎活◎活◎活    動動動動    日日日日    毎月最終土曜日午後２時から、毎月最終土曜日午後２時から、毎月最終土曜日午後２時から、毎月最終土曜日午後２時から、    

他に他に他に他に図書館図書館図書館図書館の行事の日などの行事の日などの行事の日などの行事の日など    

（具体的にはみんなで話し合ってきめます）（具体的にはみんなで話し合ってきめます）（具体的にはみんなで話し合ってきめます）（具体的にはみんなで話し合ってきめます）    

◎活動内容◎活動内容◎活動内容◎活動内容        本の整理、各種展示、行事の運営など本の整理、各種展示、行事の運営など本の整理、各種展示、行事の運営など本の整理、各種展示、行事の運営など    

◎募集期間◎募集期間◎募集期間◎募集期間        ４月１日（水）から４月３０日（木）４月１日（水）から４月３０日（木）４月１日（水）から４月３０日（木）４月１日（水）から４月３０日（木）    

◎申し込み◎申し込み◎申し込み◎申し込み        図書館まで図書館まで図書館まで図書館まで    
 

☆一般ボランティアの募集☆ 
 

絵本の読み語り、図書館の行事の運営などのボランティアに関心 

のある方を募集いたします。 
 

◎募集の対象◎募集の対象◎募集の対象◎募集の対象    一般の方一般の方一般の方一般の方                         

◎活動日◎活動日◎活動日◎活動日            都合のよろしい日、時間。都合のよろしい日、時間。都合のよろしい日、時間。都合のよろしい日、時間。    

◎活動内容◎活動内容◎活動内容◎活動内容        絵本の読み聞かせ、図書館行事の運営など絵本の読み聞かせ、図書館行事の運営など絵本の読み聞かせ、図書館行事の運営など絵本の読み聞かせ、図書館行事の運営など    

                                                                （おこないたい活動内容は図書館までご相談ください）（おこないたい活動内容は図書館までご相談ください）（おこないたい活動内容は図書館までご相談ください）（おこないたい活動内容は図書館までご相談ください）    

◎募集期間◎募集期間◎募集期間◎募集期間        ４月１日から随時４月１日から随時４月１日から随時４月１日から随時                

◎申し込み◎申し込み◎申し込み◎申し込み        図書館まで図書館まで図書館まで図書館まで    

 

図書資料整備基金のご寄付ありがとうございました図書資料整備基金のご寄付ありがとうございました図書資料整備基金のご寄付ありがとうございました図書資料整備基金のご寄付ありがとうございました    
◎図書資料整備基金へ（昭和５９年度設定） 

平成２６年度 

１ 件（３月１8 日現在） ３４，８３７円 

このお金は積み立てて、書籍の購入費にあてさせてい

ただきます。また上記の他にも、多くの方から書籍など

のご寄贈をいただきました。ありがとうございます。 

 
「本の除籍作業」（こだまの活動から） 
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森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
    
 

どま工房どま工房どま工房どま工房    ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画    

「第７回「第７回「第７回「第７回    木木木木    ああああ    そそそそ    びびびび    展」展」展」展」    
 

ゴールデンウィークの恒例企画となりました「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」を、今年もどま工房で開催しま

す。毎年人気のモノづくりのほか、新しくカッティングボードも登場します。 

みなさんお誘いあわせのうえ是非お越しください！！ 

 

『木のモノづくり広場』『木のモノづくり広場』『木のモノづくり広場』『木のモノづくり広場』メニュー 
 

・鉋削り箸          ５００円 

・バターナイフ        ２５０円  

・カッティングボード     ５００円 NEWNEWNEWNEW 

・へら、削りトンボ      １００円・１５０円 

・ぺたくた          ２００円 

・羊毛、草木染めの小物づくり ２００円～７００円 

 

 

『木のおもちゃ広場』『木のおもちゃ広場』『木のおもちゃ広場』『木のおもちゃ広場』メニュー 
 

・木のプラザの木製遊具「木のプール」 

・木っ端でつくろう！ 

※木のおもちゃ広場は入場無料 

 

 

日にち：５月３日日にち：５月３日日にち：５月３日日にち：５月３日（日）から５月５日（火）（日）から５月５日（火）（日）から５月５日（火）（日）から５月５日（火）            

時時時時    間：１０時から１６時間：１０時から１６時間：１０時から１６時間：１０時から１６時（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）        

場場場場    所：どま工房所：どま工房所：どま工房所：どま工房（（（（森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    隣接隣接隣接隣接））））                                

    

    
 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
＊  

「木「木「木「木    にににに    親親親親    しししし    むむむむ    日」日」日」日」のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ 
 

工芸館では毎月１８日を「木に親しむ日」として、５月から１０月

の全６回の日程で、ひとつの作品を仕上げるモノづくりを行います。

全６回の日程のうち、参加できない日も考慮してモノづくりを進めて

いきます。 

今回のモノづくりメニューは『スツール』『スツール』『スツール』『スツール』。詳細は後日お知らせし

ますが、興味のある方は是非ご参加ください。 
 

 

「木に親しむ日」日程「木に親しむ日」日程「木に親しむ日」日程「木に親しむ日」日程            ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ---- 
＊  

５月１８日(月)、６月１８日(木)、７月１８日(土)、 

８月１８日(火)、９月１８日(金)、１０月１８日(日)、 

午後７時～午後９時までの２時間のモノづくりです。 

(うち、清掃の時間も含みます。) 

 

参加申し込みは当日会場で受け付けます。参加申し込みは当日会場で受け付けます。参加申し込みは当日会場で受け付けます。参加申し込みは当日会場で受け付けます。

木あそび展についてのお問い合わせは木あそび展についてのお問い合わせは木あそび展についてのお問い合わせは木あそび展についてのお問い合わせは、、、、    

森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館(52(52(52(52----3170)3170)3170)3170)までご連絡ください。までご連絡ください。までご連絡ください。までご連絡ください。    
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公民館公民館公民館公民館・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育    
 

Kiroro 作 おけとの歌「まぁるい日々」 コンサート会場に響く 
 

２月２８日、芸術文化鑑賞協会

（岩藤孝一会長）主催の Kiroro

コンサートが中央公民館で開催

されました。チケット販売も好調

で、１か月前に売り切れ、満席の

来場者が心待ちにしていた人気

デュオの優しい歌に魅了されて

いました。 

当日は、Kiroro に作詞作曲を依

頼していた開町１００周年記念

事業の町民構成劇の最後に会場

全体で歌う曲も初披露され感激

も一層深まる素晴らしいコンサ

ートとなりました。 
 

まぁるい日々まぁるい日々まぁるい日々まぁるい日々            詞詞詞詞    曲：曲：曲：曲：KiroroKiroroKiroroKiroro 
 

澄みきった空見上げ 描く未来図 幸せだね 

乗り越えてきた日々は 容易
たやす

くなかったけれど 
 

１ページ 1 ページ刻まれた 笑顔の奥に見えるもの 

汗 涙 夢 希望 たくさんの想い溢れてる 
 

支え合う 繋がっていく 喜び響き合う 

今 ここにあるすべて 

まぁるくまぁるく１つになれ 

 

 

 
 

 

 

 

おけと大学修了式～学びのよろこびを大切に～ 
 

３月５日（木）中央公民館にて「おけと大学」の修了式が行われました。平野教育長から皆

勤賞・精勤賞の表彰後、修了式記念講演として、旭川大学保健看護学科の岡田初恵助教をお招

きして「高齢者の役割～地域の先生♪って～」をテーマにお話いただきました。講演の中では、

旭川大学の看護学生と地域の元気高齢者の交流事業を通して、地域のこと、高齢者の生活のこ

と、人生経験、困りごとなど会話をするなかで学

生にとって多くの気づきや学びがあったこと。先

生が座学で何度話しても伝わらなかったことが、

高齢者との交流の中で学生自らが気づいていく

ことから「当たり前にやっていることを語るだけ

で地域の先生になれる」といった言葉にはとても

驚いている方もいました。 

今年のおけと大学は１２回の講座（うち１回は

特別講座）が開催され、染物体験・健康体操・料

理教室など幅広い学習の場となりました。 

心にはいつだって 川のせせらぎ 木々の香り 

ゆらゆら揺れるひまわり 太陽が照らしてる 
 

春、夏、秋、そして冬の日も にぎり合った手と手 

想い 深く深く 光 届き 一斉に溢れ出す 
 

助け合う 繋がっていく 命大切に   

今 ここにあるすべて          

まぁるくまぁるく１つになれ 

 (２回繰り返し) 
 

LaLaLａＬａ ・・・これからも ずっとずっと   

LaLaLａＬａ ・・・きらきら輝き続ける 

Kiroro らしい暖かい曲で、１００周年にふさわしい

メッセージが込められています。これから街の中で

時々耳にすることがありますのでお楽しみに。 
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公民館公民館公民館公民館・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育    
 
 

平成２７年度 おけと大学 学生募集 
 

６０歳以上の皆さんが仲間づくりの輪を広げなが

ら、新しい知識や技術を身に付け、心身ともに健康

で、生きがいを持って充実した生活を送るために「お

けと大学」を開設します。 
 

◆入学資格  置戸町在住の６０歳以上の方 

◆開設期間  平成２７年４月入学 

（５月開講予定）～２８年３月修了 

   原則として、月１回 午前１０時～正午 

 

◆学習内容  【昨年度の主な内容】講話、染物体験、研修日帰り旅行等 

                ※新年度も皆さんの意見を取り入れながら実施します。 

◆入学金等  無 料（ただし材料費などは実費負担） 

◆表  彰  皆勤賞（欠席無し）、精勤賞（欠席１回） 

◆申 込 み  ４月１７日（金）までに電話で住所、氏名、生年月日を連絡してください 

（中央公民館 電話５２－３０７５） 

 
 

平成２７年度 ふるさと少年クラブ メンバー募集 
 

中央公民館で実施しています「ふるさと少年クラブ」

のメンバーを募集します。１年間、元気いっぱい置戸に

親しみ、置戸の自然や昔の生活などいろいろな体験をし

ます。何かを見つけ、知る楽しさとよろこびをみんなで

感じてみよう。 
 

◆対  象  置戸小学校４年生～６年生 

◆活動期間  ４月～３月（２ヶ月に１回程度） 

◆参 加 費  材料費など実費負担 

◆問合せ先  中央公民館（電話５２－３０７５） 

※詳しくは、新学期に学校を通じてお知らせします。 

 

    社会体育社会体育社会体育社会体育・スポーツセンター・スポーツセンター・スポーツセンター・スポーツセンター    
 

４４４４月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水））））パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ場場場場オープンオープンオープンオープン予定予定予定予定    
 

おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場では４月下旬のオープンに向けて準備中です。 

今年もぜひパークゴルフ場をご利用ください。 
    

    おけとパークゴルフおけとパークゴルフおけとパークゴルフおけとパークゴルフ場使用料場使用料場使用料場使用料    
■■■■シーズンシーズンシーズンシーズン券券券券                            １０１０１０１０，，，，２８０２８０２８０２８０円円円円    

■■■■１１１１日券日券日券日券                                                ３００３００３００３００円円円円    

■■■■回数券回数券回数券回数券（（（（１１１１日券日券日券日券１２１２１２１２回分回分回分回分））））    ３３３３，，，，０８００８００８００８０円円円円    
 

    

    

    

    

 

※シーズン券は、オープン後センターハウスで販売いたします。 

タテ３ｃｍ×ヨコ２．５ｃｍの顔写真が必要です。 

※満７５歳以上及び高校生以下の方は、年齢の証明できるものを 

提示いただくと使用料免除になります。 健康づくり、プレーヤー同士の交流、 

職場・自治会の親睦に最適です！！ 
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    社会体育社会体育社会体育社会体育・スポーツセンター・スポーツセンター・スポーツセンター・スポーツセンター    
 

第第第第４７４７４７４７回全町回全町回全町回全町スキースキースキースキー大会盛大大会盛大大会盛大大会盛大にににに開催開催開催開催！！！！        
 

恒例の全町スキー大会が本年度も３月８日（日）南ヶ丘スキー場で開

催され、今年も多くの参加をいただき６３名、延べ６７エントリーを数える

盛大な大会となりました。晴天の中、選手達は好タイムを目指して果敢

にコースに挑んでいました。来年も多くのご参加をお待ちしております。 
 

スキー・スノーボード大回転スキー・スノーボード大回転スキー・スノーボード大回転スキー・スノーボード大回転    上位結果上位結果上位結果上位結果    
部 門 第１位 第２位 第３位 

スノーボード男子 大平 拓己 岩村 竜之介 齊藤  直 

幼 児 渡辺  樹 北村 瑛拡 篠原 神菜 

小学１.２年男子 北  航遥 國見 昊暉 石田 柊磨 

   〃  女子 清川 幸愛 石井 奈々実 佐藤 倖依 

小学３.４年男子 小野寺 颯麿 石田 楓斗 小山 大空 

   〃  女子 北村 菜絵 笹久保 琴音 前田 比那 

小学５.６年男子 北島  卓 北  秀虎 近田  丈 

中学生男子 岩村 竜之介 福島 大地 大平 拓己 

一般女子 エ ル モ 北島 千鶴子 渡辺  恵 

実年Ⅱ 和田  薫 戸田 幸男 箭原 勝美 

実年Ⅰ 渡辺 政史 － － 

成 年 尾崎 岳史 藤田 俊大 笹久保  徹 

青 年 佐藤 典幸 寺町 健太郎 大和谷 五輝 

■ジュニアラップ賞男子 北島  卓（小６）   ５６秒３８ 

■ジュニアラップ賞女子 北村 菜絵（小４） １分１１秒２５ 

■一般ラップ賞     尾崎 岳史（成年組）  ４９秒６５ 

 

 

  
 

１ 

（水） 

どんぐり長時間園児 15：30 １５ 

（水） 

秋田市街 14：30 

２ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 １６ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光 16：20（森・倉本） 

雄勝：小木 16：40 

幸岡 17：00（井上・井上） 

３ 

（金） 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

７ 

（火） 

常盤：工藤 16：45 １７ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

８ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） ２１ 

（火） 

くるみの会書架入替 15：30 

１０ 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

２２ 

（水） 

どんぐり 15：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１４ 

（火） 

置戸中学級文庫 15：35 ２４ 

（金） 

置戸小４・５・６年 15：00 

 

「「「「    町立図書館町立図書館町立図書館町立図書館    新着図書情報新着図書情報新着図書情報新着図書情報    」」」」    
■児童書■アラスカの小さな家族（カークパトリック・ヒル）きみ江さん（片野田斉） 

■一般書■ぼくが伝えたい山の幸里の恵み（藤木徳彦）フランス人は１０着しか服を持たない

（ジェニファー・Ｌ・スコット）日本国最後の帰還兵深谷義治とその家族（深谷敏雄）暮らし

があるからまちなのだ！（梅津政之輔）有機ＥＬ照明（城戸淳二） 

■読み物■砂漠の青がとける夜（中村理聖）サナキの森（彩藤アザミ）森に願いを（乾ルカ） 

スノーボード女子、 

小学5.6年生女子、 

中学生女子、 

壮年の部はエント

リー無 


