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10 月の休館日情報 
 

・中央公民館 10/5,12,18,26 

・地区公民館 10/4,5,11,12,18,19,25,26 

・町立図書館 10/5,12,13,19,26,29 

・スポーツセンター10/5,12,19,26 

    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 

 

 

 

 

 
 

 

 健康と長寿を祝う集い ～これからもお元気で～ 
 

置戸町の発展を支えてくださった皆様をね

ぎらい敬うため、秋田・置戸地区では９月１

３日（日）、勝山地区では９月１５日（火）、

境野地区では９月２１日（月）に「健康と長

寿を祝う集い」を開催しました。 

対象者は、今年度で満７５歳以上の方で置

戸町全体では６７８名（前年６６７名）でし

た。当日の参加者は、秋田地区が２５名、境

野地区が５４名、置戸地区が１９４名、勝山

地区が５６名で、数え８０歳を迎える４８名

の方が置戸町から長寿記念品を贈られました。 

置戸地区では、井上町長や佐藤町議会議長

など多くの来賓を迎え、和やかに交流をして、

おけとキッズ・チアダンス・チーム、山神太

鼓、フラサークルによる舞台発表などが行わ

れました。とくに長寿の皆さんは、子どもた

ちの出演には「可愛い」「頑張れ」などやさ

しい笑顔で声援を送っていました。また、子

どもたちからは地域のおじいちゃんおばあち

ゃんに「いつまでも元気でいてください」と

メッセージが送られました。 

また、各地区も特色あるプログラムが続き、

秋田では秋田音頭、境野では豊年種まき踊り、勝山ではリズム体操などを参加者は楽しんでいま

した。 

置戸町では、公民館事業として地域の皆さんや置女協などの各団体、公民館運営審議会委員の

協力で「健康と長寿を祝う集い」を開催しています。来年も多くの皆さまにお集まりいただき楽

しいひと時を過せるよう実施していきたいと思います。 
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図書館図書館図書館図書館    
 

秋の読書週間事業 
 11  

 

 

  【作品募集は１０月２1 日から１１月２５日】    

図書館では、今年も読書週間に合わせて本と読書に 

関係する様々な作品を募集しています。 

ジャンルは下記の４部門です。ご応募いただいた作品 

の審査は行わず、１２月２４日まですべての作品を展示 

し、来館者にご覧いただきます。 

本と出会う楽しさ、感動をあなたの言葉でお伝えくだ 

さい。 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館まつりの報告とお礼 
９月５日は秋晴れの中での図書館まつり開催 

でした。多くの人に参加いただけました。 

古本市やあそぼう舎のリサイクル市、マジッ 

クショー、わんぱく広場など、多くのボランテ 

ィアの運営により開催することができました。 

どうもありがとうございました。 

また古本市の売上を図書館まつり実行委員会 

から図書資料整備基金に寄贈いただきました。 

図書館で新しく本を購入する際の資金とさせ 

ていただきます。 
 

古本市売り上げ古本市売り上げ古本市売り上げ古本市売り上げ    28282828，４，４，４，４５５５５０円０円０円０円    

（ミニ古本市含）（ミニ古本市含）（ミニ古本市含）（ミニ古本市含）    
 

 

 

第第第第６６６６８８８８回読書週間回読書週間回読書週間回読書週間    
【期間】 

１０月２７日（火）～ 

１１月 ９日（月）  

【標語】 
「「「「いつだって、いつだって、いつだって、いつだって、    

読書日和」読書日和」読書日和」読書日和」    

    

 

☆様式な☆様式な☆様式な☆様式などどどど    

 手書きを原則とします。用紙は自由です。原稿用紙でも

色紙・画用紙など自由です。 

 また、筆記用具はえんぴつ以外の筆やサインペン・クレ

ヨン・絵の具、何でもかまいません。 

 作品を展示して他の人に見てもらうことを前提工夫をし 

てください。 

☆応募資格☆応募資格☆応募資格☆応募資格    

 特にありません。関心のある方ならどなたでも応募でき

ます。 

☆応募期間☆応募期間☆応募期間☆応募期間    

 １０月２１日（水）から１１月２５日（水）までの間に図書館

へ届けてください。 

☆作品発表と賞☆作品発表と賞☆作品発表と賞☆作品発表と賞    

 作品は、１２月２4日まで図書館内に展示いたします。審

査は行わず、応募いただいた方全員に参加記念品をお

贈りします。 

～ 応募のきまり ～ 

☆おはなしかい☆おはなしかい☆おはなしかい☆おはなしかい    
と き １０月 ３日（土）午前１１時から 

    

☆こどもシアター☆こどもシアター☆こどもシアター☆こどもシアター    
と き １０月１７日（土）午前１１時から 

どんぐり幼年消防クラブ 

防火ポスター展 
子どもセンターどんぐりの“幼年消防クラブ”

のみなさんが一生懸命に描いてくれた防火ポ

スターを展示します。 
 

期期期期    間間間間        １０月１０月１０月１０月２０２０２０２０日日日日((((火火火火))))～～～～３１３１３１３１日（日（日（日（土土土土））））    

場場場場    所所所所        図書館図書館図書館図書館集会室集会室集会室集会室    

 

☆募集部門☆募集部門☆募集部門☆募集部門    

１）私のおすすめ本紹介 

 （書評風に、もしくは本の「帯」を書く気持ちで） 

２）本・絵本の主人公や作者への手紙 

 （心に残った本の登場人物やそのお話を書いた 

  作者にあてて） 

３）視写（書き写し） 

 （本の中の気に入ったフレーズ・感動した文書を 

  そのまま書き写して） 

４）心に残った場面を、絵や詩、短歌、俳句、川柳 

等で表現（感想画・感想俳句・感想川柳など） 

※いずれもどの本かわかるよう、題名・作者・出版 

  社を明記してください。 

※各部門ひとり一作品とし、全ての部門でも一部 

 門を選ばれて参加されても自由です。 
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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    
 

町民構成劇「おけと１００年物語～生命
い の ち

のつながり」 
 

１１月２９日(日)に実施されます開町１００周年記念事業の町民構成劇も演劇の練習が始まり、

運営スタッフ、大道具・小道具の準備も始まりました。今回は、舞台の発表順序と出演するキャ

ストや団体名を紹介します。なお、出演する皆さんのお名前は、当日配布のプログラムで紹介い

たします。 
 

＜第＜第＜第＜第1111部＞部＞部＞部＞    「開拓の苦悩と喜び」「開拓の苦悩と喜び」「開拓の苦悩と喜び」「開拓の苦悩と喜び」    
 発表順序 と 出演するキャスト・団体 

１ ツイン太鼓（山神太鼓） 

２ トドマツ爺さんと森の精霊 

３ 進行役の青年４名、子どもたち（キッズ

ダンス他）８名 

４ 森の生き物たち（キッズダンス６名） 

５ トドマツ爺さんと子どもたち 

６ 芝居：平村エレコーク 

（置戸最初の定住者） 

７ 芝居：起統教授場（境野地区の皆さん） 

踊り：豊年種まき踊り（豊年種まき踊り

保存会） 

８ 芝居：平野鈴太郎（置戸最初の和人） 

９ 踊り：秋田音頭（秋田音頭愛好会） 

芝居：秋田開拓物語（秋田地区の皆さん） 

歌：「夢を託して」弓場 徹 

（伴奏）阿部 真理子 

10 詩朗読：佐々木 梅治 

＜休憩＞１５分 
 

＜第＜第＜第＜第 3333 部＞「おけと部＞「おけと部＞「おけと部＞「おけと    明日への讃歌」明日への讃歌」明日への讃歌」明日への讃歌」    
 発表順序 と 出演するキャスト・団体 

１ チアダンス（キッズダンスチーム） 

２ 「置戸音頭よさこい調」（キッズダンス、置戸小学校５・６年、置戸高校１年） 

３ トドマツ爺さんと青年たち 

４ 合唱「おけと讃歌」、「ここがふるさと」（町民合唱団、置戸中学校全校生徒） 

５ 進行役青年４名による明日へのメッセージ 

６ 会場合唱  Kiroro「まぁるい日々」 皆で歌いましょう！！！！！！！！ 

７ 出演者・団体紹介 

        

第４０回町民文化祭 展示作品の募集 
 

第４０回を迎える「町民文化祭」の展示作品を募集します。個人・団体を問いません。日頃の

創作活動の成果を町民文化祭で披露しませんか？ 
 

展示期間  １０月２７日（火）～１１月８日（日）１０月２７日（火）～１１月８日（日）１０月２７日（火）～１１月８日（日）１０月２７日（火）～１１月８日（日）まで 
 

展示会場  置戸町中央公民館 ホール 
 

問合せ先  置戸町中央公民館（℡５２－３０７５） 
 

※作品を応募する方は、１０月１６日（金）までに中央公民館にお申し込みください。 

＜第＜第＜第＜第 2222 部＞「おけとらしさを求めて」部＞「おけとらしさを求めて」部＞「おけとらしさを求めて」部＞「おけとらしさを求めて」    
 発表順序 と 出演するキャスト・団体 

１ 終戦の玉音放送 

２ 芝居：青年読書会の活動 

（公民館・図書館誕生逸話） 

３ 町制施行を祝って 

「置戸小唄踊り」（老人クラブ、置女協、

詩舞の会、民謡踊りの会、フラサークル

他） 

４ 芝居：ボールドウィン物語 

（勝山地区の皆さん） 

５ 木遣り音頭（木遣り音頭保存会） 

６ 獅子舞復活（獅子舞保存会） 

７ 芝居：人間ばん馬誕生物語 

８ 山神太鼓演奏（山神太鼓） 

９ おけばんば君登場 
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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／／／／社会教育社会教育社会教育社会教育    
 
 

置戸町開町 100 周年・置戸町体育協会設立 60 周年記念 

スポーツ講演会  「まいどっ！」  
 野球が教えてくれたこと～野球心～ 

  

現役時代、３度の２ケタ勝利をあげる活躍で日本ハムファイターズを

支えたエース投手。 

現在は、野球解説者、スポーツコメンテーターとして多数の出演番組

を抱える人気者「ガンちゃん」こと岩本勉氏の講演会を開催いたします。 

貴重な機会となっておりますのでぜひご参加ください。 
 

日 時：１０月９日（金）１０月９日（金）１０月９日（金）１０月９日（金）   開場 午後６時 

                  開演 午後６時３０分   
 

場 所：置戸町中央公民館     参加料：無料 

 
 

秋季町民ミニバレーボール大会参加チーム募集 
 

日 時 女子の部：１１月６日から毎週金曜（１２月上旬終了予定） 

     混合の部：１１月６日から毎週水曜（     〃    ） 

          午後７時試合開始、９時終了予定 

     監督会議：１０月２３日（金）午後７時スポーツセンター会議室 

※ 大会日程等詳細は、監督会議で決定します。 

※ ルール確認、組合せ抽選がありますので必ずご出席下さい。 

場 所 スポーツセンターアリーナ 

参 加 町内に居住、又は勤務されている社会人 

資格等 ４人１チーム（選手登録は６人まで） 混合の部～コート内に男性は２名まで 

参加費 １チーム １，０００円 

申 込 10101010 月月月月 20202020 日日日日（（（（火火火火））））までにまでにまでにまでに参加費参加費参加費参加費をそえてをそえてをそえてをそえて社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課（中央公民館内 電話 52-3075）へ 

     ※準備の関係上、必ず期限内にお申込下さい。 

※申込用紙は、スポーツセンター・中央公民館にあります。 
 

 

少年少女サッカー教室 
 

コンサドーレ札幌アカデミーの講師によるサッカー教室を開催いたします。 
 

日日日日    時：１０月２４日時：１０月２４日時：１０月２４日時：１０月２４日((((土土土土))))    午後１時００分～３時００分 
 

場場場場    所：置戸小学校グラウンド所：置戸小学校グラウンド所：置戸小学校グラウンド所：置戸小学校グラウンド    
 

対 象：サッカー少年団、置戸中学校サッカー部    
 

講 師：コンサドーレ札幌アカデミー講師 

    

石井 伸二さん 青少年健全育成功労者 

として北海道社会貢献賞を受賞 
長年、置戸町青少年育成推進委員、北見警察署少年補導員、 

北海道青少年育成運動推進指導員など歴任され青少年健全

育成活動に尽力いただいた石井伸二さんに北海道社会貢献

賞が授与され、９月１７日に置戸町長より伝達されました。 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

第２４集第２４集第２４集第２４集    日本の手仕事道具－秋岡コレクション－企画展日本の手仕事道具－秋岡コレクション－企画展日本の手仕事道具－秋岡コレクション－企画展日本の手仕事道具－秋岡コレクション－企画展    

「切る 削る 彫る －手の仕事手の仕事手の仕事手の仕事    ものづくりの道具ものづくりの道具ものづくりの道具ものづくりの道具－」 
 

日時：１０月１日１０月１日１０月１日１０月１日((((木木木木) ) ) ) ～～～～    １１月１５日１１月１５日１１月１５日１１月１５日((((日日日日)))) 
    １０：００ ～ １６：００ 

    ※月・火休館 (月・火が祝祭日の場合は開館します) 
 

場所：どま工房 (森林工芸館 隣接) 
 

内容： 大工が仕事で使用していた手道具は様々にありますが、その 

   中でも今回は、「切る・削る・彫る」といった３つの加工に 

用いられる道具に着目し展示を行います。 

「切る」道具は「鋸－のこー」、「削る」道具は「鉋－かんな－」、 

「彫る」道具は「鑿－のみー」というように分類し展示します。 

鉋や鑿、鋸などは現在でも使用される機会はありますが、今回 

は普段見慣れた形状の他にも、特殊な加工を行うために工夫さ 

れた道具や、意匠的に見ても美しい道具など、普段見る機会の 

少ない道具類も合わせて展示します。 

また、実際に道具の体験ができるスペースも設ける予定です 

ので、興味のある方は是非お越しください。 

 

関連企画関連企画関連企画関連企画    

「鉋や鑿、鋸を使ってお皿をつくろう」 
鉋や鑿、鋸といった手仕事の道具だけを使って、自分だけのお皿を作ってみませんか。 

詳細は下記のとおりです。予約制ですので、都合のいい日程でお申し込みください。 
 

日時：①１０月１０日 (土) 受付は８日(木)まで  
 

②１０月２４日 (土) 受付は２２日(木)まで 
 

    ③１１月７日 (土)  受付は５日(木)まで 
 

各日とも１１：００ ～ １５：００ (昼食は、各自でお取りください。) 
         

※３日間のうちから選び、予約の際にお申し付けください。 
 

場所：どま工房 (森林工芸館 隣接) 
 

定員：各日とも５名 
 

対象年齢：中学生以上 
 

参加費：１，０００円 (当日、ご持参ください)      ※写真はイメージです 
 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。当日は汚れてもいい服装でお越しください。 
     

お問い合わせは、オケクラフトセンター森林工芸館 (５２-３１７０) までお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置戸町の人気者 、地域キャラクター「おけばんばくん」が 

ゆるキャラ®グランプリ２０１５にエントリー中です。 

投票は 11 月１６日まで、応援よろしく。 
    

ゆるキャラグランプリ・オフィシャルサイトから投票できます。ゆるキャラグランプリ・オフィシャルサイトから投票できます。ゆるキャラグランプリ・オフィシャルサイトから投票できます。ゆるキャラグランプリ・オフィシャルサイトから投票できます。    

お父さん・お母さんに協力してもらって投票してね！！お父さん・お母さんに協力してもらって投票してね！！お父さん・お母さんに協力してもらって投票してね！！お父さん・お母さんに協力してもらって投票してね！！ 



 
6 

    各団体各団体各団体各団体よりよりよりより行事行事行事行事ごごごご案内案内案内案内    
 

いきいきライフフェスティバル 
 

日時日時日時日時    １０１０１０１０月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（土土土土））））    午前午前午前午前９９９９時時時時からからからから    
 

会場会場会場会場    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    

講演講演講演講演    「「「「ＹＵＢＡＹＵＢＡＹＵＢＡＹＵＢＡ
ゆ ば

メソッドでメソッドでメソッドでメソッドで歌歌歌歌ってってってって！！！！踊踊踊踊ってってってって！！！！    

認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防とととと改善改善改善改善」」」」    １０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～    
 

講師講師講師講師    弓場弓場弓場弓場    徹徹徹徹    （（（（置戸町出身置戸町出身置戸町出身置戸町出身、、、、三重大学教授三重大学教授三重大学教授三重大学教授、、、、声楽家声楽家声楽家声楽家））））    
 

主催主催主催主催    置戸町置戸町置戸町置戸町    ／／／／    主管主管主管主管    いきいきライフフェスティバルいきいきライフフェスティバルいきいきライフフェスティバルいきいきライフフェスティバル実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会    
 

 置女協健康研修会 
 

日時日時日時日時    １０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日日日日((((水水水水))))    午後午後午後午後６６６６時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～８８８８時時時時    
 

会場会場会場会場    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    多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    
 

 

講話講話講話講話    「「「「女性女性女性女性とととと生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病～～～～楽楽楽楽しくしくしくしく美美美美しくしくしくしく暮暮暮暮らすためにらすためにらすためにらすために」」」」    
 

 

講師講師講師講師    置戸赤十字病院院長置戸赤十字病院院長置戸赤十字病院院長置戸赤十字病院院長    長谷川長谷川長谷川長谷川    岳尚岳尚岳尚岳尚    
    

※生活習慣病を予防、または上手につきあうことが健康で元気に暮らすために大切です。 

女性に限らずどなたでも参加できますので、長谷川院長先生のお話をお聞きください。 

    
 
 

  
 

１ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 １５ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40 

幸岡：井上 17：00 

２ 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

１６ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：00 

６ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 

常盤：工藤 16：45 

２１ 

（水） 

置戸小４・５・６年 14：00 

置小ふくろう文庫 15：00 

９ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

２２ 

（木） 

置戸中学級文庫 15：35 

２３ 

（金） 

くるみの会書架入替 14：00 

北光：城岡 16：30 

境野公民館 17：00 
１４

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 
２７ 

（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■はじめまして（近藤薫美子）サッカク探偵団（藤江じゅん） 

■一般書■コージェネ革命（柏木孝夫）流転緑の廃墟（中筋純）どうする？親の家の空き家問題

（大久保恭子）日本一の清流で見つけた未来の種（天野礼子）世界の巨樹と絶景の森（濱野周泰）

■読み物■晩鐘（佐藤愛子）若冲（澤田瞳子）匿名者のためのスピカ（島本理生） 

健康チェックや相談コ

ーナー、販売・展示コー

ナーもあるよ。 

さらに先着１５０名に記

念品も。 

多くのご参加をお持ち

しています。 


