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９月の休館日情報 
 

・中央公民館 9/7,14,20,21,22,28 

・地区公民館 9/6,7,13,14,20,21,22,23,27,28 

・町立図書館 9/7,14,20,～26(蔵書点検) 

・スポーツセンター9/7,14,21,22,23,28 

    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 

 

 

 

 

 
 

 

おけと子ども七夕まつり～子どもたちの笑顔輝く♪～ 
 

８月７日（金）、「第４５回おけと子ども七夕まつり」

がぽっぽイベント広場で開催されました。 

今年もキッズダンスチームの元気いっぱいの踊りで始

まり、恒例のもちまきでは子どもから大人までたくさんの

方々が夢中になって楽しんでいました。 

置戸産のじゃがいもを使ったフライドポテトや焼きそ

ばなど、いなだ屋さんの流しソーメンなどおいしそうに食

べる姿や、遊びのコーナーで楽しむ子どもたちが見られま

した。また、会場のやなぎの木には、子どもたちの願いを

込めた短冊が飾られました。 

最後の大通り商店街協力の「ローソク出せ」では手作り

の空き缶ちょうちんを片手に七夕の伝統行事を体験。例年

と変わらず会場に来ていた子どもたちのたくさんの「笑

顔」を見ることができました。 

今年の七夕は、開町１００周年記念の花火大会もあり人

出が多く、たくさんの方々の協力のもと盛大に実施するこ

とができました。ご協力いただきました皆様に心より御礼

申し上げます。 

 
 

 

 

 

 

 今年のファミリーハイキングは、

晴天に恵まれ８月２日旭岳に登りま

した。２５名の方が参加し、早朝に

出発、旭岳ロープウェイで姿見駅ま

で登り、姿見池散策コースゆっくり

周りました。 

駅を降りると風は涼しく、山肌に

まだ雪が残っている景色は春のよう。

道中はミヤマリンドウやキリンソウ

等、姿見池周辺にはチングルマと多

くの高山植物が花々を咲かせており、神々の庭・旭岳の大自然を満喫しました。 

 

各地区の健康と長寿を祝う集い 
 

秋田地区秋田地区秋田地区秋田地区    ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～        秋田地区住民秋田地区住民秋田地区住民秋田地区住民センターセンターセンターセンター    

境野地区境野地区境野地区境野地区    ９９９９月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（月月月月））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～        境野公民館境野公民館境野公民館境野公民館    

置戸地区置戸地区置戸地区置戸地区    ９９９９月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～        置戸町中央公民館置戸町中央公民館置戸町中央公民館置戸町中央公民館    

勝山地区勝山地区勝山地区勝山地区    ９９９９月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（火火火火））））１０１０１０１０：：：：００００００００～～～～        勝山公民館勝山公民館勝山公民館勝山公民館    
※該当者の皆さんには、個別にご案内いたします。 
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☆古本市☆古本市☆古本市☆古本市（ロビー） 

 本・雑誌・絵本など１冊１０円です。売上は全額 

図書資料整備基金に寄贈され、今後の図書購入 

費の一部とさせていただきます。 
 

☆☆☆☆わんぱくコーナーわんぱくコーナーわんぱくコーナーわんぱくコーナー 

（ビッグポーチ） 

１０時～１４時      図書館ボランティア 

            「こだま」のみなさん 

と、おもいっきり 

遊びましょう。 

 

 

☆催しものコーナー☆催しものコーナー☆催しものコーナー☆催しものコーナー（暖炉前） 

「Ｍｒ．Ｋ＆レディー・ベルマジックショー」 

楽しいマジックをおこないます。 

不思議な世界をごたんのう 

ください。 

第１部 １１時００分～ 

第２部 １３時３０分～ 
 

 

☆リサイクル市☆リサイクル市☆リサイクル市☆リサイクル市（集会室） 
 

秋田あそぼう舎 

のみなさんが、 

リサイクル市を 

開催します。 

ぜひ、お立ち寄 

りください。 
 

 

 

 

☆体験ブッカーかけ☆体験ブッカーかけ☆体験ブッカーかけ☆体験ブッカーかけ（カウンター前） 

お好きなご自分の本を２冊お持ちください。 

図書館職員がお手伝いします。 
 

 

    

図書館図書館図書館図書館    
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図書館まつり 
とととと    きききき    ９月５日（土）９月５日（土）９月５日（土）９月５日（土） １０時～１０時～１０時～１０時～１４時１４時１４時１４時 
 

ところところところところ    置戸町立図書館置戸町立図書館置戸町立図書館置戸町立図書館 
 

★主な内容主な内容主な内容主な内容    
 

図書館では、所蔵している本などの資料

の総点検のため９月２０日から２６日まで休

館いたします。 

９月２７日（日）から開館します。よろしくお

願いします。 

９月のお話会とこどもシアター  
 

☆おはなしかい 
 

 ９月１２日（土）午前１１時から 
 

 おはなしコーナー 

 

☆こどもシアター 
 

 ９月１９日（土）午前１１時から 
 

 集会室 

※※※※返却返却返却返却をおをおをおをお忘忘忘忘れのれのれのれの本本本本はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか    

 ついうっかり、貸出期限の過ぎてい

る本はありませんか？ 

蔵書点検前に返却をお願いします。 

『『『『ミニミニミニミニ古本市古本市古本市古本市』』』』  
図書館まつりの後も、ミニ古本市を

実施します。 

 期間期間期間期間    ９月６日（日）９月６日（日）９月６日（日）９月６日（日）    

～１３日（日）～１３日（日）～１３日（日）～１３日（日）    

会場会場会場会場    集会室集会室集会室集会室    

※※※※１冊１０円１冊１０円１冊１０円１冊１０円で販売しますで販売しますで販売しますで販売します    

「蔵書点検」による休館「蔵書点検」による休館「蔵書点検」による休館「蔵書点検」による休館    
 のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ    

 

休館休館休館休館    ９月２９月２９月２９月２００００日（日（日（日（日日日日）～２６日（土））～２６日（土））～２６日（土））～２６日（土）    
 

 

 

１枚の写真から、置戸の歴史を語り合い

ます。 

期期期期    日：９月６日（日）午前１０時～日：９月６日（日）午前１０時～日：９月６日（日）午前１０時～日：９月６日（日）午前１０時～    

会会会会    場：集会室場：集会室場：集会室場：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                                        
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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    
 

 

ふるさと交流事業「東京体験ツアー」 
～田舎っ子から都会っ子に！！ 

 

置戸の子どもたち１１名が７月３１日～８

月６日の６泊７日間「東京体験ツアー」に参

加しました。 

歓迎交流会では、阿部多摩市長、永山・置

戸交流会（井上洋治郎会長）の皆さん、ホス

トファミリーとの初体面に緊張しましたが、

永山地区の皆さんのおもてなしで、和やかな

交流会となりました。 

その後、３泊４日の「ホームステイ」では

「本当の家族のように接しくくれた」「ずっ

とホームステイをしたかった」などホストフ

ァミリーとの交流が楽しかった様子を子ども

たちは話してくれ、改めてこの交流事業の良

さがホームステイにあることを実感しました。 

都会体験では、多摩市にある東京都埋蔵文

化財センター、よこはま動物園ズーラシアや、

観光名所の東京スカイツリー、浅草寺、皆な

が楽しみにしていた東京ディズニーランドな

どに行って都会の生活を満喫し、多くの「出

会い・学び・体験」の１週間となりました。   

これまで２６回の相互交流に延３４０名の置戸っ子、多摩っ子が参加し、受入家庭も延２１２

家庭にお世話になり、永山地区の受け入れでは故武田勝雄さん、故井上保子さん、元多摩市議会

議長の菊池富美男さんをはじめたくさんの方々にご協力いただきました。この事業が縁で多摩市

と防災協力協定を結んでいます。 
 

７月３１日（金） 東京都埋蔵文化財センター⇒歓迎交流会 

８月 １日（土） JAXA 相模原キャンパス⇒よこはま動物園ズーラシア 

８月 ２日（日） ホストファミリーとの１日交流 

８月 ３日（月） 鉄道博物館⇒さいたまスーパーアリーナ 

８月 ４日（火） 東京使スカイツリー⇒すみだ水族館⇒ 

浅草寺⇒花やしき 

８月 ５日（水） 東京ディズニーランド 

８月 ６日（木） 帰 町 
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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    
 

札幌学院大学考古学習～色々な資料が確認される～ 
 

今年で６年目を迎える札幌学院大学（鶴丸俊明学長）

の考古学実習が８月９日から１６日まで行われました。 

主に黒曜石の石器などの埋蔵文化財を発掘するもの

で、学生たちは慣れない発掘作業に熱心に取り組み、た

くさんの資料を見つけることができ、実習成果の報告が

待ち遠しい限りです。さらには、数年のうちに生徒によ

る実習とは別に専門家による学術調査も行いたい意向

であり、学会が注目する発表も期待されるところです。 

また、滞在中は発掘現場に勝山地区の方をはじめ多く

の町民が見学に訪れ、地域住民や勝山公民館が中心にな

り地域で交流会を催し楽しく交流しました。 

今後も平成２４年度に締結した置戸町と札幌学院大学との地域交流協定により多くの分野で交

流や研究が進むよう大学との連携を強めていく予定で、昨年の講演と音楽の夕べで言及された構

想について「小さな博物館のある街創り構想」として提案されました。これは、置戸にすでにあ

る文化資産を所有する公共施設や民間の所蔵品を活用して街全体をひとつの博物館としてつなげ、

多くの見学者に置戸を巡ってもらうよう案内板や途中の休憩スペースの整備に加え、家族や子ど

も向けに動物とふれあう簡素な施設の新設も盛り込まれています。 
 

芸術鑑賞事業のご案内芸術鑑賞事業のご案内芸術鑑賞事業のご案内芸術鑑賞事業のご案内    

～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます～～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます～～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます～～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます～    
 

今年の置戸中学校の芸術鑑賞は、８本のチェロによる合奏 

貴重な機会をどうぞお聴き逃しなく！！ 

と き  ９月１８日(金)  午後１時２０分より（約９０分） 
ところ  置戸中学校 体育館 

出 演  チェロアンサンブルユイット ～８人のチェロ奏者による合奏～ 

◇弦楽器といえばクラッシックと思っていませんか？決してそんなことはありません。 

ジャンルを越えた多彩な演奏､聴き慣れた曲目もたくさん登場します。 

生の弦楽器の音色を､どうぞお楽しみください。 

 

 おけばんばくんも参加 ゆるキャラグラプリ２０１５の投票が始まりました 
 

 おけばんばくん、性格どおりのんびりしていますが、これから地道に追い上げますので皆さ

ん応援、そして投票お願いします。投票方法は、ゆるキャラグランプリ２０１５のｗｅｂサイ

トでご確認ください。https://vote-yurugp.secureserv.jp/pc/members/ 
 

 最初に投票できるようにＩＤ登録が必要です。一度登録すれば

毎日１票投票できます。ＩＤは、メールアドレスごとに登録でき

るので、スマホ、自宅のパソコン、職場のパソコンと一人で複数

の投票も可能です。 

投票は１１月１６日までです。 

１日１票、毎日忘れずに投票願います。 
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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    
 

  置戸町開町１００周年記念 

２０１５町民サイクル駅伝競走大会参加者募集 
 

今年のサイクル駅伝は、開町１００周年を記念して懐かしい境野や勝山から走った駅伝を思い

出してもらうことと、多くの町の皆さんに応援いただきたく、役場から北進工業様の前の道道を

走ります。もちろん参加も大歓迎です。昔の健脚を披露ください。 
 

日 時 ９月９月９月９月２７２７２７２７日（日）日（日）日（日）日（日）少雨決行           

    ８時    受付開始 

    ８時４０分 開会式 

    ９時３０分 競技開始 
 

コース 置戸町役場庁舎と北進工業㈱の 1.3 ㎞周回コース 

   （１チーム５人編成 コースを１人１周して総合タイムを競います。） 
 

部 門 一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門 
 

表 彰 部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰します。 
 

申し込み、問い合わせ 

  教育委員会 社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５） 

  ※参加申込は９月参加申込は９月参加申込は９月参加申込は９月１６１６１６１６日（水）締切です。日（水）締切です。日（水）締切です。日（水）締切です。  

  ※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。 
 

 

置戸町開町１００周年記念 

第１８回おけとウルトラパークゴルフ大会参加者募集！ 
 

 今年は開町 100 周年を記念して交流会を実施し、楽しく大会に参加いただきます。 

また、参加記念品や景品等も例年より充実しますので、多くの皆さんの参加をお願いいたします。 
 

日 時 《１日目》１０月３日（土）１０月３日（土）１０月３日（土）１０月３日（土）９時３０分受付開始 １１時３０分開会式 

          競技１日目終了後交流会 
 

《２日目》１０月４日（日）１０月４日（日）１０月４日（日）１０月４日（日）９時競技開始   【少雨決行】 
 

会 場 おけとパークゴルフ場 
 

部 門 ①一般の部＝内閣総理大臣賞（性別、年齢制限なし） 
 

    ②シニア男子の部＝北海道知事賞（１０月３日時点で６５歳以上） 
 

    ③女子の部＝文部科学大臣賞 
 

     ※各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー 

    （５コース４５ホールを２日間） 

     ※今年から一般男子の部を一般の部に変更しましたので、女性も６５歳以上の方も 

内閣総理大臣賞を目指してエントリーが可能となりました。 
 

 

表 彰 内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）、知事賞（シニア男子の部） 

    町長賞、各部門上位入賞者及びホールインワン賞、ラッキー賞等 賞品多数 
 

申込、問合せ 

    大会実行委員会へ９月１７日（木）までに９月１７日（木）までに９月１７日（木）までに９月１７日（木）までに大会参加料２，０００円、交流会参加の

方は交流会費２，０００円を添えて申し込みください。 

    詳しくは、教育委員会 社会教育課（電話：52-3075）へご連絡ください。 
 

 



 
6 

    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

日本の手仕事道具 秋岡コレクション 

No19「食卓用具、調理道具」発刊のお知らせ 
 

この度、森林工芸館では日本の手仕事道具 秋

岡コレクション「No19 食卓用具、調理道具」を

発刊しましたのでお知らせします。 

「No19 食卓用具、調理道具」では、食卓で使用

される爪楊枝入れや蓋ものなどの用具類の他、大

根おろしや蒸籠などといった調理に使用される

道具類を掲載しています。 

生活の中から生まれたこれらの道具は、必要と

される機能のみを残したことで、現代の生活にお

いても自然と馴染み、職人の手仕事から生まれた

道具には、手仕事ならではの温かさを感じること

ができます。一方で洒落のきいた小物類には、熟練された技術の中にも遊び心を忘れない、もの

づくりに込める職人の想いに感心させられます。 

日本の手仕事道具 秋岡コレクション No19「食卓用具、調理道具」は、白黒 104 ページ、税込

価格 1,500 円です。購入をご希望の方は、森林工芸館にてお求めください。 

 

【どま工房からのお知らせ】森林工芸館隣接のどま工房では、企画展開催準備等のため、貸館が

できなくなります。利用者の皆さまには大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い

します。  期間 9 月 7 日(月)～11 月 20 日(金) 

    
 
 

  
 

１ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 

常盤：工藤 16：45 

１０ 

（木） 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40 

幸岡：井上 17：00 

２ 

（水） 

置戸小４・５・６年 13：40 １１ 

（金） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

３ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

拓実：渡辺 16：00 

１５ 

（火） 

置戸中学級文庫 15：35 

４ 

（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 

１６ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：00 

８ 

（火） 

くるみの会 16：00 １７ 

（木） 

くるみの会書架入替 14：00 

９ 

(水) 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 

１８ 

（金） 

置戸小４・５・６年 14：50 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 

 

「「「「    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■ぼくの、ひかり色の絵の具（西村すぐり）ルークとふしぎな歌（ほしおさなえ） 

■一般書■図解でよくわかる土壌微生物のきほん（横山和成）一生つきあえる木の家具と器（西

川栄明）もう東京はいらない（日本経済新聞社）牛をすこし深読みしてみると（増田淳子） 

虫の虫（養老猛司） 

■読み物■負けるもんか（阿川佐和子）生きるということ（なかにし礼）太陽は気を失う（乙川

優三郎） 


