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７月の休館日情報 
 

・中央公民館 7/6,13,19,20,27 

・地区公民館 7/5,6,12,13,19,20,26,27 

・町立図書館 7/5,6,13,20,21,27,30 

・スポーツセンター7/6,13,20,27 

    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 

 

 

 

 

 
 

町民構成劇「おけと１００年物語 生命
い の ち

のつながり」始動 
 

 開町１００周年記念事業「町民構成劇」の主な配役

や出演団体が決まり、６月１９日に関係者３０名によ

る発会式を行いました。 

町民構成劇の実行グループリーダーの佐久間光昭

中央公民館長は、発会式でのあいさつで「置戸町の１

００年の歴史を振り返り、苦労を重ねて切り拓いた先

人に感謝し、将来を担う若者に力強く置戸の明日への

メッセージを唱えてもらう内容で、多くの町民による

手作りの舞台に大きな意義がある。上演後にＫｉｒｏ

ｒｏの「まぁるい日々」の歌詞のように置戸の誰もが

手をつなぎあってひとつになれるように」と述べてい

ました。 

７月から本格的な練習や衣装・大道具などの制作準

備を役割ごとに班体制を組み順次始める予定ですが、

秋田、境野、勝山地区の入植時のエピソードを題材に

した劇は、それぞれの地区の人々に配役を依頼し、人

選やシナリオの手直しを進めており本格的な練習は

８月に入る見込みです。 

劇団がない置戸にとっては、芝居の経験者も少なく、

短い時間といいながらも芝居に取り組むことに不安

があるため、学校公演でなじみの深い「劇団風の子」

に協力を依頼し、シナリオ作成、舞台づくり・運営の

助言、大道具・音響・照明の技術的指導を受けます。さらに１１月２９日の本番に向けて１カ月

の半分を木島理恵子さんが演技指導に入ります。木島さんは、置戸中学校の学校祭のため２年前

から演劇ワークショップの指導で顔なじみの方です。町内で会った時は気楽にお声掛けください。 

また、秋田地区の演劇では、秋田県雄物川の氾濫で土地を失った人々が秋田地区に入植した時

の苦労の数々を、長年北見の劇団で活動を続けている置戸中学校の廣部先生にシナリオを書いて

いただいています。さらに小学校５・６年生と置戸高校 1 年、キッズダンスが置戸音頭ヨサコイ

調で、中学生が合唱で元気に発表してくださいます。  

 

 ●主な配役（進行役）※その他の演劇の配役については順次決定中 

  トドマツ爺さん 細川 昭夫さん 

  青年Ａ     有馬 慎吾さん  

      青年Ｂ     石井 みずきさん   

  青年Ｃ     水野 将貴さん  

   青年Ｄ     有馬 早紀さん 
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町民構成劇の町民合唱団メンバー募集（定町民構成劇の町民合唱団メンバー募集（定町民構成劇の町民合唱団メンバー募集（定町民構成劇の町民合唱団メンバー募集（定員５０名、先着順です）員５０名、先着順です）員５０名、先着順です）員５０名、先着順です）    
    構成劇の後半を盛り上げる合唱２曲の発表とフィナーレを飾る Kiroro の歌「まぁるい日々」

をリードする町民合唱団を募集しています。経験者もそうでない方も、若い方も、シニア世代

もどんどんご参加ください。申込先は中央公民館（TEL５２－３０７５）です。 

    

劇団風の子 木島さん 
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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：7 月１９日（日） 

午前１０時～ 

○ところ：図書館集会室 

○内 容：洞爺丸台風による風倒木 

処理の話 

○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    
  

絵本の読み聞かせで心豊かな成長を願って 
～ファーストブックプレゼント事業～   

 置戸町の０歳児に絵本を贈るファーストブック

プレゼント事業として、６月２２日（月）、こど

もセンター「どんぐり」で置戸に産まれた赤ちゃ

んの幸せを願って井上町長から絵本が２冊ずつ手

渡されました。 

今回の絵本のプレゼント対象者は９名です。 

絵本を通じて心と言葉が健康に発達するといい

ですね。次回の０歳児の絵本のプレゼントは１２

月となります。 

図書館は１万３千冊の絵本を所蔵していますの

で、ぜひ親子・ご家族でご利用ください。 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図書館・アーリーサマー・ミニコンサート 
 

置戸中学校リコーダー部の皆さんと頼もしいＯＢ

がリコーダー、箏などで小さなコンサートを行います。 

初夏のさわやかな季節に、読書のひと時の中お楽し

みください。 
    

出出出出    演演演演    置戸中学校リコーダー部の皆さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、置戸中学校リコーダー部の皆さん、    

堺里菜さん、堺日花里さん、大和谷彗七さん、堺里菜さん、堺日花里さん、大和谷彗七さん、堺里菜さん、堺日花里さん、大和谷彗七さん、堺里菜さん、堺日花里さん、大和谷彗七さん、    

北島郁さん北島郁さん北島郁さん北島郁さん    

日日日日    時時時時    ７月１１日（土）午前１１時００分から７月１１日（土）午前１１時００分から７月１１日（土）午前１１時００分から７月１１日（土）午前１１時００分から    

会会会会    場場場場    図書館ロビー図書館ロビー図書館ロビー図書館ロビー    

演奏曲演奏曲演奏曲演奏曲    さくら、花は咲く、ＦＡＣＥＤＯＷＮ、さくら、花は咲く、ＦＡＣＥＤＯＷＮ、さくら、花は咲く、ＦＡＣＥＤＯＷＮ、さくら、花は咲く、ＦＡＣＥＤＯＷＮ、    

あの丘に続く道、春夏秋冬などあの丘に続く道、春夏秋冬などあの丘に続く道、春夏秋冬などあの丘に続く道、春夏秋冬など    

 

    

    

    

    

    

 

ちいさいおともだちへちいさいおともだちへちいさいおともだちへちいさいおともだちへ    

七夕かざりをしませんか                             
 ８月７日におけとこども七夕まつりがあります。 

みなさんに“七夕かざり”を作ってもらおうとロビ

ー横のテラスに柳の木をおいています。 

短冊（たんざく）なども、たくさん用意しています 

ので、願いごとを書いてかざっ 

てくださいね。 
 

７月３１日（金）から７月３１日（金）から７月３１日（金）から７月３１日（金）から    

図書館ロビーにて図書館ロビーにて図書館ロビーにて図書館ロビーにて    

☆おはなしかい☆  とき：７月４日（土）午前１１時００分 

ところ：図書館おはなしコーナー 
 

☆こどもシアター☆とき：７月１８日（土）午前１１時００分 

ところ：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

により混雑が予想されること

と、駐車場が利用できないため

休館といたします。 
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公民館公民館公民館公民館・・・・社会教社会教社会教社会教育育育育    
 

公民館公民館公民館公民館でででで活動活動活動活動しているしているしているしている３３３３団体団体団体団体よりごよりごよりごよりご案内案内案内案内    

「「「「見学見学見学見学・・・・体験入会体験入会体験入会体験入会､､､､おおおお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！」！」！」！」    

～～～～活動日活動日活動日活動日ならいつでもならいつでもならいつでもならいつでもＯＫ！ＯＫ！ＯＫ！ＯＫ！おおおお気軽気軽気軽気軽にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ～～～～    
公民館で活動している手作りサークルでは､「どんなことをしているの？」「何か作ってみたい」

という声にお応えする見学＆体験入会を随時受け付けます。会員になる前のお試し体験のチャン

スです。希望者､詳しいことを知りたい方は､直接各団体へ､または中央公民館事務室まで（来館･

お電話どちらでも～℡.５２-３０７５）お問い合わせください。 

    

陶芸陶芸陶芸陶芸サークルサークルサークルサークル「「「「山神窯山神窯山神窯山神窯」」」」    

〇活動日 毎週火･金曜日１０時～１５時 

    （夜）木曜日 １８時～２１時 

〇ひと言～自分だけのカップや湯飲みを 

作ってみませんか？ 

興味のある方はいつでも体験 

できます（材料代がかかります） 

〇連絡先 阿部民子（℡.５３-２９０５） 

 

    

レザークラフトサークルレザークラフトサークルレザークラフトサークルレザークラフトサークル    

〇活動日 月２回･水曜日 １９時～２１時 

〇ひと言～着なくなった思い出の革のコート､ 

スカートなどをリフォームしてみ 

ませんか？ 

（材料代実費分＆消耗品使用料５００円／月） 

〇連絡先 武智敬子（℡.５３-２４６８） 

 

 
 

手紡手紡手紡手紡ぎニットサークルぎニットサークルぎニットサークルぎニットサークル    

「「「「あんであんであんであんで～～～～るるるる羊羊羊羊
よう

」」」」    
〇活動日 毎週火･木曜日 ９時半～ 

〇ひと言～ハタ織り機を使って､家で眠って 

いる毛糸でマフラー､コースター､ 

テーブルマットなどを織ってみま 

せんか？ 

羊毛をつむいで毛糸を作ることも 

できます。無料で体験できます。 

手作りを楽しみませんか？ 

〇連絡先 東海林幸子（℡.５５-２００５） 

 
 

    

    

    

お詫びと訂正 先月号で紹介しました文化・スポーツ団体のうち大東流合気柔術

の団体名が誤っておりました。訂正し、お詫び申し上げます。 
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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    
 

「そよかぜ」ミニ・コンサート 
   Kiroro の『まぁるい日々』をいっしょに覚えませんか！ 
  

真夏のひととき、「そよかぜ」のハーモニーを楽しみませんか！ 

初の試みとしてコーラスサークル「そよかぜ」がロビーで「ミニコンサート」を開催します。 

休憩時間には Kiroro が置戸町の１００周年を記念して作詞作曲した「まぁるい日々」をみん

なで歌い覚えたいと思います。 

また、置戸中学校リコーダー部をゲストに迎えます。ご家族、ご友人と一緒においでください。 
 

と き  ８月１日（土）８月１日（土）８月１日（土）８月１日（土）午前１０時３０分～午前１１時４５分 
 

ところ  中央公民館ロビー 
 

入場料  無 料（コーヒーほか無料サービス） 
 

ゲスト出演 置戸中学校リコーダー部 
 

構成と曲目 

  ○第１部 「赤トンボ」「かあさんのうた」「赤いくつ」ほか 

○ゲスト演奏  置戸中学校リコーダー部のみなさん 

○休憩（コーヒーを飲みながら） 

      Kiroro が作った１００周年記念の置戸の歌『まぁるい日々』を歌って覚えよう！ 

○第２部 「糸」「山のいぶき」「見上げてごらん夜の星を」ほか 
 

    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    
 

大雪山系旭岳、神々の遊ぶ庭を散策する 「姿見の池コース」 

～２０１５ファミリーハイキング 参加者募集～ 
 今年のファミリーハイキングは、北海道最高峰（2,291m）の旭岳のロープウェイ駅周辺の姿見

の池で高山植物を楽しむ周遊コースです。ロープウェイで上り、散策コース１．７km を１時間程

度で楽しみます。 
 

日日日日    時時時時    ８月２日（日）８月２日（日）８月２日（日）８月２日（日）    少雨決行少雨決行少雨決行少雨決行    午前６時午前６時午前６時午前６時        

中央公民館集合（午後５時に公民館帰着予定） 

行き先 旭旭旭旭岳岳岳岳    姿見散策コース姿見散策コース姿見散策コース姿見散策コース  

対 象 小学校３年生以上 （小学生は保護者同伴） 

定 員 ３５名 

申込み ７月２２日（水）までに社会教育課へお申込みください。 

 中央公民館（バス）～旭川北ＩＣ～東川町～旭川温泉～旭岳温泉ロープウェイ駅～ 

行 程 旭岳姿見の池ロープウェイ駅～姿見の池散策コース（昼食）～ロープウェイ～旭岳温泉

（入浴タイム）～中央公民館 
 

 ＜持ち物＞山歩きに適した服装（帽子、長袖、長ズボン等）、登山靴または運動靴、 

防寒着、手袋（軍手）、着替え、タオル、雨カッパ、（傘は不可）、リュックサック、 

お弁当、飲み物（水筒）、入浴道具（入浴希望者のみ ※入浴料は自己負担となります。） 
   

＜参加者負担料金等＞ 

 ・ロープウェイ（大人往復 2,900 円 子ども往復 1,450 円） 

 ・旅行傷害保険 1 人 １０４円    

※それぞれ当日徴収いたしますので釣銭のいらぬよう御準備ください。 

※ロープウェイ料金は 20 名以上の申込みがあった場合、団体割引があります。 
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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    
 

 

夏夏夏夏だだだだ！！！！プールだプールだプールだプールだ！！！！みんなでみんなでみんなでみんなで泳泳泳泳ぎにぎにぎにぎに行行行行こうこうこうこう！！！！        
 

置戸水泳プールは、７月１日（水）オープン、８月３１日（月）クローズ予定です。ただし、

気温や水温が基準を上回らなければ臨時休館となりますのでご承知ください。 
 

夏休みのプール送迎バスの運行 
秋田・境野・勝山居住の児童生徒を夏休みの間、置戸水泳プールへ送迎します。なお、臨時休

館は置戸水泳プール（℡５３－２１９５）、社会体育係（℡５２－３０７５）へ午前中にご確認

ください。 
 

【行き】＜秋田・境野方面＞   
秋田地区住民 →境野公民館 →豊住会館  →置戸水泳プール 

 センター    １３：１５発 １３：２０発 １３：３０着 

 １３：００発 

＜勝山方面＞ 
 勝山公民館 →安住中里会館 →置戸水泳プール 

 １３：３０発 １３：４０発  １３：５０着 
 

【帰り】 置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面） 
 

■運行期間 ７月２５日（土）から８月８日（土） 

ただし日曜・月曜を除く 

※７月２７日（月）は、初心者水泳教室のため

特別運行を行います。 

    

小学生水泳教室小学生水泳教室小学生水泳教室小学生水泳教室のおしらせのおしらせのおしらせのおしらせ        
今年も置戸水泳プールで水泳教室を開催します。泳ぎの苦手な子も少し泳げる子も一緒に練習

しましょう！参加申込は７月２２日（水）までに社会体育係（℡５２－３０７５）まで。 
 

【初心者教室～水に慣れよう】 

日 時 ７月２７日（月）～３０日（木）の４日間 午後２時～３時３０分 

対 象 泳げない子、泳ぎの苦手な子 
 

※プールバスをご利用になれます。（運行表をご参照ください） 

※特に泳げない子の保護者の方でプール内でのサポートが可能な方、ぜひお申し出く

ださい。 

 

ピラティスピラティスピラティスピラティス教室参加者募集教室参加者募集教室参加者募集教室参加者募集！！！！    
    「最近、太りやすくなった」、「キレイなボディラインをキープしたい」、「健康的なエクサ

サイズを体験したい」。そんな皆さまの声にお応えし、今年も社会教育課では「健康教室」を開

催します。ピラティスは体全体のバランスを整え、インナーマッスル、コアマッスルを強化する

事によって人間がもともと持っている自然治癒力を向上させ、腰痛や慢性的な肩こりなどの改善

が期待できます。 

 ◆と き  ７月９日（木）、１６日（木）、２３日（木）、３０日（木） 

       午後７時～８時（適宜休憩あり） 

 ◆場 所  スポーツセンター２階 健康体操室 

 ◆対 象  中学生以上の町民、または置戸町に通勤・通学されている方 

 ◆講 師  フィットネスインストラクター 田房 慕美 さん 

 ◆定 員  ２０名  ◆参加費  無料 

◆服装等  ジャージなど動きやすい服装、タオル、水分補給用の飲み物（汗をかきます） 

 ◆申 込  ７月７日（火）午後５時までにお電話か直接来館にて社会教育課へ申込みを 

       （電話５２－３０７５ FAX５２－３１６９）   

 

体育協会体育協会体育協会体育協会ビールパーティービールパーティービールパーティービールパーティー    

～～～～豪華景品豪華景品豪華景品豪華景品のののの当当当当たるたるたるたる    

抽選会抽選会抽選会抽選会もももも！！！！    
 

 

 

 

日  時 7 月２４日（金） 

   午後６時～８時 

場  所 ぽっぽ２階 

チケット １，５００円 
（チケットは各体育団体事務局まで） 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

 

「「「「木木木木にににに親親親親しむしむしむしむ日日日日」」」」のののの木工教室木工教室木工教室木工教室    ～途中経過～    
 

５月から始まった「木に親しむ日」の木工教室。 

１０月までの全６回のうち、５月(5/18)に第一回目を終え、先日(6/18)第２回目の教室が無事

終了しました。１９時からの２時間、日中の仕事を終えてからの教室ですが、普段なかなか体験

する機会のない作業に、ときおり会話を交えながら集中して取り組まれています。 

写真は「墨付け」と呼ばれる作業の様子です。「墨付け」とは、加

工時に必要となる線を材料に書き写していく作業のことをいいます。

地味に思えるこの作業ですが、「墨付け第一、加工第二」といわれる

程、職人の世界では重要とされるものなのです。 

普段使い慣れない「サシガネ」や「ジグ」といった道具を使い、図

面の数字を目で追いながら、必要となるすべての材料に墨付けを行っ

ていきます。今回の教室で墨付けも大方が終了し、

次回はいよいよ鋸を使用した加工作業へと移ってい

く予定です。 

参加者の皆さんは墨付けから体験することで、ひ

とつ線を引くにも効率的で正確な線の引き方がある

ことに驚いているようでした。 

墨付けから自身で体験し、手作業で加工を行うことで、部品同士の関わり合いや組立てのため

の工夫、普段は考えもしないような家具を作るための構造を知ることができ、新たな発見がある

ようです。来年の「木に親しむ日」についてはまだ未定ですが、多くの皆さんに参加していただ

きたいと考えています。 
 

 

 

  
 

１ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

１５ 

（水） 

秋田市街 14：30 

２ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 １６ 

（木） 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

３ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

どんぐり長時間園児 15:30 

１７ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：00 

くるみの会 16：00 

７ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

常盤：工藤 16：45 

２２ 

（水） 

置戸中学級文庫 15：35 

置戸中ふくろう文庫 16：00 

８ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） ２３ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：00 

１０

（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 

２４ 

（金） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

１４

（火） 

置戸小ふくろう文庫 15：00 ２８ 

（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■天井からジネズミ（佐伯元子）命を救われた捨て犬夢之丞（今西乃子） 

■一般書■人類はどこから来て、どこへ行くのか（エドワード・Ｏ・ウィルソン） 

低欲望社会（大前研一）農業で成功する人うまくいかない人（澤浦彰治） 

日本戦後史論（内田樹・白井聡）シニア人材マネジメントの教科書（﨑山みゆき） 

■読み物■冷たい手（水生大海）志士の峠（植松三十里）掟上今日子の推薦文（西尾維新） 


