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８月の休館日情報 
 

・中央公民館 8/2,3,9,10,16,24,31 

・地区公民館 8/2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 

・町立図書館 8/3,10,17,24,27,31 

・スポーツセンター8/3,10,17,24,31 

    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 

 

 

 

 

 
 

 

まちづくり青年国内研修 参加者大募集！！ 
 

昨年に引き続き、訓子府町と合同研修である「まちづくり青年国内研修」の参加者を募集しま

す。自分が行きたい「まちづくり・農業、産業」の先進地を訪れてみませんか？ 
 

目  的：２町の青年がまちづくりや産業の国内先進地を訪れ、さまざまなことを学び、研修先 

の人々との交流を通じて、まちづくりや産業振興を担う地域リーダーを養成します。 
 

と  き：平成２７年１１月から平成２８年２月までのうち４～６日間程度 
 

行 き 先：参加者で話し合い企画します。（教育委員会は情報提供や相談支援します） 
 

参加対象：置戸町に在住している青年（概ね４０歳まで）で 

地域活動のリーダー及び研修後の地域活動が 

期待できる方。 
 

定  員：２人 ＋ 役場若手職員 1 人 
 

参加経費：参加者については、町から１人あたり１８万円を 

上限に助成されます。 

（飲食代は実費になりますが、基本的には上記の 

助成金で参加できます。） 
 

事前・事後研修：事前研修（４回程度）、事後研修を予定しています。 
 

申込期限：８月１４日（金）１７：００までに中央公民館社会教育課へ 

（ＴＥＬ：５２－３０７５、ＦＡＸ：５２－３１６９） 

 

 ふるさとまつりのお知らせ！！ 
今年も各地区でふるさとまつりを開催します。 

当日は楽しい催し物などを用意していますので、

親子でのご参加をお待ちしております。 
 

●●●●秋田地区子ども七夕まつり＆盆踊り秋田地区子ども七夕まつり＆盆踊り秋田地区子ども七夕まつり＆盆踊り秋田地区子ども七夕まつり＆盆踊り    

            ８月１３日（木）１３：３０～８月１３日（木）１３：３０～８月１３日（木）１３：３０～８月１３日（木）１３：３０～    
    

●●●●境野地区子ども夏まつり＆盆踊り境野地区子ども夏まつり＆盆踊り境野地区子ども夏まつり＆盆踊り境野地区子ども夏まつり＆盆踊り    

            ８月１４日（金）８月１４日（金）８月１４日（金）８月１４日（金）１５：３０１５：３０１５：３０１５：３０～～～～    
    

●●●●置戸地区子ども七夕まつり置戸地区子ども七夕まつり置戸地区子ども七夕まつり置戸地区子ども七夕まつり    

        ８月８月８月８月    ７日（金）１６：００～７日（金）１６：００～７日（金）１６：００～７日（金）１６：００～    
    

●●●●勝山地区親子ふれあいまつり＆盆踊り勝山地区親子ふれあいまつり＆盆踊り勝山地区親子ふれあいまつり＆盆踊り勝山地区親子ふれあいまつり＆盆踊り        ８月１４日（金）１６：００～８月１４日（金）１６：００～８月１４日（金）１６：００～８月１４日（金）１６：００～    
 

勝山公民館主事が決まりました！！ 
勝山公民館の嘱託主事として、南川 暢昌（みなみかわ のぶよし）さんが委嘱されました。 

南川さんは、子どものころ置戸に住んでいましたが、前職は北見でお勤めのため地域のみなさ

んのお名前とお顔を覚えるところからのスタートです。勝山公民館・勝山地区のみなさんと一緒

になって地域のために頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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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○期○期○期    日：８月９日（日）午前１０時～日：８月９日（日）午前１０時～日：８月９日（日）午前１０時～日：８月９日（日）午前１０時～    
    

○ところ：図書館集会室○ところ：図書館集会室○ところ：図書館集会室○ところ：図書館集会室    
    

○主○主○主○主    催：「写真を語る会」世話人会催：「写真を語る会」世話人会催：「写真を語る会」世話人会催：「写真を語る会」世話人会    

 町立図書館町立図書館町立図書館町立図書館    
  

  

 

 

 

 

 今年の伝承遊びコーナ 

ーもけん玉、こま回し、 

大なわとび大会をかい 

さいします。 

ふるって参加してくだ 

さい。むかしながらの遊び 

もじゅんびしています。 

にちじにちじにちじにちじ        ８月７日８月７日８月７日８月７日((((金金金金))))    午後４時２０分から午後４時２０分から午後４時２０分から午後４時２０分から    

ばしょばしょばしょばしょ        ぽっぽぽっぽぽっぽぽっぽ    イベントひろばイベントひろばイベントひろばイベントひろば    
 

 七夕かざりをしましょう           
    

図書館ロビー横のテラスに柳をそなえつけて 

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。      
    

８月７日午後３時まで図書館ロビーにて８月７日午後３時まで図書館ロビーにて８月７日午後３時まで図書館ロビーにて８月７日午後３時まで図書館ロビーにて    
                                                                                                        

                                    
    

８８８８月月月月７７７７日日日日はははは夜間開館夜間開館夜間開館夜間開館    
 

 当日は夜７時３０分まで 

開館します。 

    七夕のロマンチックな夜を 

お楽しみください。 
 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

子子子子どもどもどもども七夕七夕七夕七夕まつりまつりまつりまつり 

伝承遊伝承遊伝承遊伝承遊びびびびコーナーもきてくださいコーナーもきてくださいコーナーもきてくださいコーナーもきてください 

おはなしかい 
にちじ ８月 １日（土）午前１１時００分 

ばしょ 図書館おはなしコーナー 
 

こどもシアター 
にちじ ８月１５日（土）午前１１時００分 

ばしょ 図書館しゅうかいしつ 
 

☆本や古着などの寄贈をお願いします本や古着などの寄贈をお願いします本や古着などの寄贈をお願いします本や古着などの寄贈をお願いします☆ 
 

本や雑誌、乳幼児の古着などで、図書

館まつりの古本市やリサイクルコーナー

にご寄贈いただけるものがありましたら

ご連絡をお願いします。売上金は、実行

委員より図書館の蔵書を購入する資金

（図書資料整備基金）に寄附いただいて

います。 

９月５日（土）午前１０時から開催予定 
図書館まつり 

 

古本市、わんぱくコーナー、リサイクル

市など年に１度の図書館のお祭りです。 

たくさんの方のおいでをお待ちします。

（詳しい内容は９月号の「つくし」でお知

らせいたします） 
 

※ 当日、一緒に運営してくれるボランティ

ア募集中です。 

詳細は図書館（電話 52-3202）まで 

 

切切切切りりりり絵展絵展絵展絵展開催中開催中開催中開催中です・・・です・・・です・・・です・・・                                                                                                                    
  

図書館で月２回活動している「切り絵サ

ークル」があります。その繊細で美しい切

り絵作品を展示中です。 

 ぜひ、ご覧になってください。 

期間期間期間期間    ８月８日（土）まで８月８日（土）まで８月８日（土）まで８月８日（土）まで            

場所場所場所場所    図書館集会室図書館集会室図書館集会室図書館集会室 
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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    
 

 

置戸中学校支援事業「川の学習」 

1 年生 清流「常呂川」の良さを再確認！！ 
７月１６日（木）に置戸中学校１年生が置戸町

自慢の「自然」について学習する授業が展開され

ました。 

当日は NPO 法人常呂川自然学校の羽根石氏を講

師に、鹿の子ダム奥の砂防ダムで「川魚の生態調

査」や「水の循環」について学ぶことができまし

た。 

川魚の生態調査では「アメマス」や「おしょろ

こま」を見ることができ、生徒は喜びと驚きの歓

声を上げていました。 

この体験授業を通して、置戸町の「自然」の良

さを再確認することができ、今後も色々なことを

学んでほしいと思います。 

 

中央公民館教室 ～みんなで楽しむ水辺体験教室～ 
 

中央公民館では、置戸町の良さを感じてもらおうと砂防ダム周辺でタモを使った魚採りや水辺

の生態を観察する体験教室を開催します。普段、めったに見られない生き物を見ることができる

機会なので、たくさんの参加をお待ちしております。親子参加大歓迎です♪ 
 

日  時：８月３０日（日）８月３０日（日）８月３０日（日）８月３０日（日） ９：００～１２：００ 
 

集合場所：置戸町中央公民館（活動場所は、鹿の子ダム奥の砂防ダムと勝山地区） 
 

参加対象：町内に在住・在勤の方、興味関心のある方 

    （浅瀬の活動になりますので、小さい子どもも参加可能です。 

ただし、小学生以下は保護者同伴となります） 
 

定  員：１５人（道具の都合がありますので、先着順とします） 
 

参 加 費：無料 
 

申込期限：８月１４日（金）１７：００までに中央公民館へ（電話５２－３０７５） 

 

「若者向け料理教室」～今すぐ料理好きになれるコツ教えます～ 
今年も中央公民館では、地域青年を対象にした「料理教

室」を開催します。普段料理をしない方、料理は食べる専

門だと思っている方、料理なら任せなさいと思っている方、

どなたでも大歓迎ですので、たくさんの参加をお待ちして

おります。 
 

日  時：８月２８日（金）８月２８日（金）８月２８日（金）８月２８日（金）１８：３０～ 
 

場  所：置戸町中央公民館 調理実習室 
 

参加対象：町内在住・在勤の２０代～４０代くらいの方、興味関心のある方 
 

参 加 費：５００円 
 

定  員：２０人 
 

申込期限：８月１４日（金）１７：００までに中央公民館へ（電話５２－３０７５） 
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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    
 
 

札幌学院大学の考古学実習、今年もよろしく！！ 
 

８月９日（日）～８月１６日（日）まで、札幌学院

大学の学生が発掘調査の実習で勝山地区にお世話にな

ります。勝山地区のみなさん、置戸町のみなさん１週

間学生さんをよろしくお願いします。 

また、昨年 9 月に行われた「講演と音楽の夕べ」の

講演の中で鶴丸学長が提案された「小さな博物館の町

構想」について具体的な提案がされる予定です。 
    

    

    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    
 

 ラジオ体操に参加しましょう！  
今年も小学校の夏休み中に子ども会などによるラジオ体操が行われます。 

暑い夏の一日を、涼しい早朝のラジオ体操から始めてみませんか？ 

下記の各会場で午前６時３０分から始まります。 

どなたでも自由に参加できます。 
 

置戸中央公民館前置戸中央公民館前置戸中央公民館前置戸中央公民館前    ７月２７日（月）～７月３１日（金）７月２７日（月）～７月３１日（金）７月２７日（月）～７月３１日（金）７月２７日（月）～７月３１日（金）        

                                        ８月８月８月８月    ３日（月）～８月３日（月）～８月３日（月）～８月３日（月）～８月    ７日（金）７日（金）７日（金）７日（金）    

境野公民館、旧境野小学校グラウンド境野公民館、旧境野小学校グラウンド境野公民館、旧境野小学校グラウンド境野公民館、旧境野小学校グラウンド    ７月２５日（土）～８月７月２５日（土）～８月７月２５日（土）～８月７月２５日（土）～８月    １日（土）１日（土）１日（土）１日（土）    
 
 
 

  
 

４ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 

常盤：工藤 16：45 

１９ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

５ 

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 

２０ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40 

幸岡：井上 17：00 

６ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

拓実：渡辺 16：00 

２１ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

７ 

（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 

２５ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１８

（火） 

くるみの会 16：00 ２８ 

（金） 

くるみの会文庫入れ替え 14：00 

 

「「「「    図書図書図書図書館館館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■１３歳の少女が見た沖縄戦（安田未知子）ピッピ、お買い物にいく（アストリッド・

リンドグレーン） 

■一般書■私には山がある（田部井淳子）子どもはみんな問題児。（中川李枝子）北のドラマづ

くり半世紀（長沼修）「地方創生」でまちは活性化する（小林勇治・波形克彦）ひとりで長生き

しても幸せ（松原惇子） 

■読み物■あしたの朝子（山口恵以子）世界の果てのこどもたち（中脇初枝）富良野風話日本人

として（倉本聰） 


