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6 月の休館日情報 
 

・中央公民館 6/1,8,15,21,29 

・地区公民館 6/1,7,8,14,15,21,22,28,29 

・町立図書館 6/1,8,15,22,29 

・スポーツセンター6/1,8,15,22,29 

    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 

 

 

 

 

 
 

大人気の公民館教室 「ラフティング体験」 

～緩やかな常呂川でリフレッシュ～ 
 

中央公民館では「常呂川ラフティング体験教室」を開催します。 

普段見慣れた町並みも川面から見れば新たな発見があること間違いありません!! 

緩やかな川の流れなので親子でも楽しめる人気の体験教室です。 

この機会にマイナスイオンをたっぷりと浴びて心も身体もリフレッシュしてみませんか？  
 

◆と き ６月７日（日）６月７日（日）６月７日（日）６月７日（日）１４：００～(２時間） 
 

◆場 所 中央公民館集合（拓殖橋～種川合流部） 
 

◆対 象 中学生以上の町民、 

または置戸町に通勤・通学している方 

  ※親子参加の場合は、小学生以上から参加可能 
 

◆講 師 ＮＰＯ法人常呂川自然学校 羽根石 氏 
 

◆定 員 １２名 
 

◆服装等 ・濡れても差し支えない服装 

（ジャージ等長袖長ズボン）をしてください。 

     ・着替え（場合によっては下着も必要）、タオルを持参願います。 

     ・１日保険料 ９０円（おつりのないようにしてください。） 
 

◆申 込 ６月４日（木）１５時まで中央公民館へ（電話 52－3075 ＦＡＸ 52－3169） 

 

 
 

境野地区公民館講座境野地区公民館講座境野地区公民館講座境野地区公民館講座    

「「「「これからのこれからのこれからのこれからの公民館公民館公民館公民館とととと地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり」」」」    
  

・日時 ６月５日（金）午後７時～ 
  

・会場 境野公民館 集会室 
  

・講師 和歌山大学教授 渡部 幹雄 氏 
    

第第第第６１６１６１６１回勝山地区健民運動会回勝山地区健民運動会回勝山地区健民運動会回勝山地区健民運動会    
  

・日時 ６月１３日（土） 

開会式～午前９時３０分、競技開始～１０時 
  

・会場 勝山公民館 グラウンド 
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おけとわんぱくクラブのボランティア・スタッフを募集しますおけとわんぱくクラブのボランティア・スタッフを募集しますおけとわんぱくクラブのボランティア・スタッフを募集しますおけとわんぱくクラブのボランティア・スタッフを募集します    
    わんぱくクラブの補助（主に教室開催中の子どもたちの見守り）をしていただけるボランテ

ィア・スタッフを募集します。保護者の皆さまや興味をお持ちの方の積極的な関わりをお願い

いたします。詳しくは社会教育課（電話５２－３０７５）までご連絡ください。    

  

  

置戸ゆかりの画家作品展 
好評、開催中です。 

ただし、作品数が多いため 

６月３日に作品の入れ替え

を予定しています。 
 

期間 ６月３０日６月３０日６月３０日６月３０日まで 

会場 中央公民館ロビー 
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6 月のおはなしかいとこどもシアター  
☆おはなしかい  と き ６月 ６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 ６月２０日（土）午前１１時から ところ しゅうかいしつ 

小学生小学生小学生小学生のみなさんへのみなさんへのみなさんへのみなさんへ    

「「「「どくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズ」」」」のののの    

こたえをはっぴょうしますこたえをはっぴょうしますこたえをはっぴょうしますこたえをはっぴょうします 

セピアは語る 
1 枚の写真から、置戸の歴史を語り合います。 

○期 日：６月２１日（日）午前１０時～ 

○ところ：図書館集会室 

○主 催：「写真を語る会」世話人会 

 高橋和夫さん、山本 勲さん、矢崎秀人さん、 

堀合宣昭さん 

町立図書館町立図書館町立図書館町立図書館    
  

 

 

 

 

 

 
 

 

１ねんせいのもんだい 解 答 ４年生のもんだい 解 答 

「まゆ」より 「小さな山神スズナ姫」より 

なつ。 クヌギの【     】は、むし

たちで おおにぎわい。 
じゅえきじゅえきじゅえきじゅえき    

お父さんは山やまをみまわってく 

るからな。おまえは、まだ【    】 

のだから、ひとりで外にでたりして

はいけないよ。 

小さい小さい小さい小さい    

まゆのなかのさなぎは、ほかのこん

ちゅうの【     】になってしまうこと

もある。 

えさえさえさえさ    

山神さまのけらい。それは、山やま

に む か し む か し か ら す む

【     】たちでした。 

キツネキツネキツネキツネ    

２ねんせいのもんだい 解 答 ５年生のもんだい 解 答 

「フルフル」より 「子ぎつねヘレンがのこしたもの」より 

あるひ、こぐまが、かわにみずをのみ

にいくと、かわのふちに【     】の 

やなぎのきがはえていました。 
いっぽんいっぽんいっぽんいっぽん    

最初は近くに親ぎつねがいるはず

だと思って、加藤くんが、持ってい

た【     】をかまえて車のなか

で待っていました。 

カメラカメラカメラカメラ    

「わたしたちのなまえは【     】と

いうのですよ。」といって、さかなはま

たなかまのほうへいってしまいまし

た。 

ししゃもししゃもししゃもししゃも    

加藤くんがやってくるまでの二時

間のあいだに、するべき作業はた

くさんありました。いちばんの心配

は、やはり【    】という寄生虫の

ことです。 

エキノエキノエキノエキノ    

コックスコックスコックスコックス    

３年生のもんだい 解 答 ６年生のもんだい 解 答 

「イオマンテ」より 「チームふたり」より 

かあさんはたちあがって、光へとまっ

すぐにあるいていった。おおきなか

らだのふちが、【      】と金色に

ひかった。 

きらきらきらきらきらきらきらきら    

卓 球 台 に た た き こ ん だ 小 さ な

【     】は、父さんの差し出した

ラケットの先をきれいにぬけていっ

た。 

ボールボールボールボール    

それから、ぼくらは【      】をとっ

た。子熊はちいさくて、かんたんにこ

ろげる。 

すもうすもうすもうすもう    

いいか。大地も純もよく聞け。 

おまえたちは、うまくいけばなかな

かいい【     】になるんだぞ。 

コンビコンビコンビコンビ    

    

    

    

 

 

    

    

    

    

    

    

    

≪こどもの読書週間事業≫≪こどもの読書週間事業≫≪こどもの読書週間事業≫≪こどもの読書週間事業≫    

クイズのこたえは、つぎのとおりです。２もんともせいか

いだったみなさんに、きねんひんをよういしました。 

６月ちゅう６月ちゅう６月ちゅう６月ちゅうに、としょかんでうけとってください。 

（せいかいしゃの名まえは、としょかんにけいじしま

す。） 

 

平成２７年度教科書展示会 
 

学校教科書の展示会を開催します。 
 

期期期期    間間間間    ６月１３日（土）～２５日（木）６月１３日（土）～２５日（木）６月１３日（土）～２５日（木）６月１３日（土）～２５日（木）    

会会会会    場場場場    図書館集会室図書館集会室図書館集会室図書館集会室    

 

臨時休館のお知らせ：７月５日（日）はオケトグリーンフェスティバル（OGF）開催のため休館い

たします。その代わり６月２５日（木）は通常は図書整理日で休館ですが開館といたします。 
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公民公民公民公民館館館館・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育    
 

おけと大学開講式 
前町議会議長 山本 勲 氏の記念講演 

「安心して住み続けるために町民力を高めよう」 
 

６０歳以上の方を対象に生涯学習の機会と参加者

の交流を図る「おけと大学」が今年もスタートしま

した。開講式では学長の平野毅教育長の楽しいあい

さつに笑顔が絶えませんでした。８名の新入生を迎

え、５２名の学生で一年間、さまざまな分野の学び

や体験を楽しく進めます。 

開講式を記念して前町議会議長の山本勲さんに講

演をいただきました。山本さんは議員になられる前

は公民館運営審議会委員、中央公民館主事、図書館

協議会委員と社会教育関係の委員を歴任され置戸町が社会教育の町と言われた時代の中心メン

バーのお一人でもありましたので、社会教育がまちづくりに大きな役割を果たしてきたことや、

今後への期待やご提言もいただきました。 

また、町議会議員・議長時代では銀河線廃止と町村合併協議について裏話もまじえながら根底

に流れる市町村の課題についてお話され、まとめとして元気な高齢者は、まちづくりや地域で現

役として果たす役割がまだまだあること、そのためにも町民力をたかめる学びが大切なこと、さ

らには小さい町ならではの行政と町民の協力関係のあり方など貴重なお話をいただきました。 

開講式にふさわしいおけと大学生へ向けた励ましのお話の中に、山本さん自身のまちづくりへ

の情熱を感じた講演でした。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

担
当
の
新
人
？ 

村
松
専
門
員
で
す
。 

ヨ
ロ
シ
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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・・・・社会体育社会体育社会体育社会体育    
 

置戸町で活動する文化・スポーツなどの団体サークル紹介 
 

 春を迎え新しい趣味や活動を始めたい方、町内には文化・スポーツ・その外の分野でさまざまな団体・

サークルが活動しています。関心のある方は中央公民館（電話５２－３０７５）にお問い合わせください。 
 

団 体 名 代表者・連絡先 団 体 名 代表者・連絡先 

おけと山神太鼓愛好会 細川 昭夫 踊翠流置戸詩舞の会 高垣 常子 

置戸獅子舞保存会 片岡 祐士 置戸吟詠会 久田  元 

豊年種まき踊り保存会 須藤 久義 民謡踊りの会 千葉 杉栄 

和楽器の会 長谷川 仁美 秋田音頭愛好会 篠木 ヒサ子 

置戸ダンス愛好会 平 美和子 秋田なまはげ太鼓 松岡 都子 

ソシアルダンスクラブ 大和 義男 陶芸サークル山神窯 阿部 民子 

置戸フォークダンス 原田 秀子 あんでーる羊 東海林 幸子 

フラサークル置戸 野里 智恵子 レザークラフトサークル 武智 敬子 

リフレッシュサークル 山本 育子 とんぼ玉「硝子ドロップ」 坂本 純子 

健康体操を続ける会 三浦 冨美子 ニットカフェ 長谷川 ゆかり 

コーラスサークルそよかぜ 佐久間光昭 勝山カラオケ愛好会 阿部  修 

置戸俳句会峡炎吟社 貴田岡 秀 置戸短歌会 森田 はるみ 

郷土史研究会 大矢 孝男 子育てｻｰｸﾙ「あそぼう舎」 井上 幸恵 

切り絵サークル 図 書 館 
図書館ボランティア 

「ありんこの手」 
河野 智子 

文化連盟会長 貴田岡 秀 芸術文化鑑賞協会 岩藤 孝一 
 

 

女性ボランティアつつじの会 越野 良子 男性ボランティアえぞまつ会 谷崎 登道 

置戸町女性団体協議会 山本 道子 置戸町青年団体連絡協議会 石塚 貴士 

食生活改善推進員協議会 青山 初江 はぐるま（牛乳豆腐づくり） 蝦名 美佐子 
 

 

野球少年団 監督 村松 登喜男 サッカー少年団 監督 国見 良一 

バレー少年団 監督 鶴江 和夫 柔道少年団 監督 森谷 雅樹 

スキー少年団 団長 野瀬 宗宏   
 

 

野球連盟 山崎 昭治 柔道協会 森谷 雅樹 

バレーボール協会 嘉藤  均 スキー連盟 阿部 光久 

パークゴルフ協会 竹内 雅俊 ゲートボール協会 飯田 常孝 

ソフトボール協会 内田 政和 体育協会 阿部 光久 

大東流合気道 松田  悟 レラ・みんとの会（ヨーガ） 阿保 裕子 

※ 上記の他にも個人や少人数で活動している方で情報提供できる活動もありますのでご相談ください。 
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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    
 

おけとわんぱくクラブおけとわんぱくクラブおけとわんぱくクラブおけとわんぱくクラブ    元気元気元気元気いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい    
 

【１回目 ５月９日（土）】 

スポーツセンターで低学年向け通年教室「おけとわんぱくクラブ」の第１回教室を開催し、小

学校１年生から３年生までの団員１３名の参加がありました。子どもたちは１年間様々な運動・

スポーツにチャレンジします。今回は、チャイルド・スポーツ・アカデミーの佐藤実良先生の指

導によりかけっこ、リレー、縄跳びを行いました。最初は硬かった子どもたちも、最後にはのび

のびと運動していました。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

【２回目 ５月２３日（土）】 

運動会シーズン間近になったので、かけっこが速くなるコツを教えてもらいながらトレーニン

グを行いました。少し走るのが苦手な子どもたちも講

師の先生からひとりひとりアドバイスをもらいながら

の１時間３０分。みんな走るフォームも良くなり、タ

イムアップ確実で運動会が待ち遠しい様子で帰ってい

きました。 
    

 
    

    

第第第第３０３０３０３０回春季町民回春季町民回春季町民回春季町民ミニバレーボールミニバレーボールミニバレーボールミニバレーボール大会大会大会大会のののの結果結果結果結果    
    

４月から始まったミニバレーボール大会は、混合の部１２チーム、女子の部８チームで１ヶ月

以上に渡って熱い戦いが展開されました。大会結果（上位チーム）は以下のとおりです。 

秋の大会でも皆さまお誘い合わせのうえ、こぞってご参加ください。 
    

【混合の部】 ４／８～５／１５   【女子の部】 ４／３～５／１ 

１位 ＴＫＣＳ Ⅱ      １位 Ｋａ-ｃｈａｎｓⅠ  

２位 天邪鬼 参       ２位 東洋の満女  

３位 天邪鬼 弐       ３位 たんぽぽＡ 

    

かけっこが速くなる３つのコツかけっこが速くなる３つのコツかけっこが速くなる３つのコツかけっこが速くなる３つのコツ    

①腕をしっかり振ろう。 

②ももをしっかりあげよう。 

③体の芯をしっかり保とう。 

☞ 子どもの体力づくり、運動機能の向上は全国的な課題で、おけとの子どもも同様です。 

 わんぱくクラブでは、さまざまな競技や運動を体験してもらいますが「わんぱくクラブ」だ

けでは不十分です。家庭や学校でも時間と機会をもてるよう地域ぐるみでご協力ください。 
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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    
 

 

置戸水泳置戸水泳置戸水泳置戸水泳プールオープンのおプールオープンのおプールオープンのおプールオープンのお知知知知らせらせらせらせ    
 

    置戸水泳プールは、現在改修を行っておりますが今年も７月１日（水）にオープンできるよう

現在準備を進めています。開館時間は下記のとおりです。 
 

【日中の開館】 

午前  １０：００～１２：００ 

午後  １３：００～１７：００ 

休館日 ７／６(月)、１３(月)、８／１４(金)、 

８／１５(土)、１６(日)、２４(月) 
 

【夜間の開館】 

 １８：００～２１：００ 

開館日  ７／１４(火)～８／７(金)までの 

火曜から金曜 

休館日  土曜、日曜、月曜 
※  

※ 水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。 

 
 

 

 

  
 

２ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 １２ 

（金） 

くるみの会 16：00 

３ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・広中・笛田・中井・

上野） 
 

１６ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

４ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00  １７ 

（水） 

秋田市街 14：30 

５ 

（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 
 

１８ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

９ 

（火） 

常盤：工藤 16：45 １９ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 
 

１０

(水) 

置戸小４・５・６年 14：00 ２３ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 
 

１１

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

北光：森 16：20 雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

２４ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

２６ 

（金） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

 

「「「「    図書館新着図書情報図書館新着図書情報図書館新着図書情報図書館新着図書情報    」」」」    
■児童書■マララとイクバル（ジャネット・ウィンター）東京大空襲を忘れない（瀧井宏臣） 

■一般書■農業女子（伊藤淳子）洋七・おかんのがばい介護日記（島田洋七）、私の地方創生論

（今村奈良臣）反骨の市町村（相川俊英）内子町のまちづくり（稲本隆壽・鈴木茂） 

■読み物■養生のヒント（五木寛之）狐さんの恋活（北夏輝）貧乏の神様（柳美里） 


