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1１月の休館日情報 
 

・中央公民館 11/2,9,15,23,30 

・地区公民館 11/1,2,3,8,9,15,16,22,23,29,30 

・町立図書館 11/2,3,9,16,23,24,26,30 

・スポーツセンター11/2,3,9,16,23,24,30 

    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」 

入場整理券を配布します！！ 
 

開町１００周年記念事業の最後を飾る町民構成劇が１１月２９日（日）午後１時から開催され

ます。約４５０人の町民の方々が舞台に登り置戸町の１００年の歴史を振り返り、明日の置戸へ

のメッセージを演劇、踊り、合唱などで表現します。町民手作りの熱演を一人でも多くの町民の

皆さんにご覧いただきたいのですが、残念ながら中央公民館の講堂の客席数に限りがあるため入

場整理券を配布することにいたしました。 

 町民構成劇の鑑賞は無料ですが、確実に鑑賞いただくために２種類の入場整理券を発行いたし

ます。２種類とは、オープニングからご覧いただける一般入場券と、出演する小学生、中学生、

高校生が最初は客席で鑑賞し出演に合わせて途中で退席した席を利用した途中入場券です。 

どちらの席も限りがありますので早めに各公民館にお申し出ください。 

 なお、ロビーでは大型モニターによる舞台の生中継も行いますので途中入場券で入る前の待ち

時間や、入場券をお持ちでない方もモニターでの鑑賞はできます。 
 

 町民構成劇入場整理券の配布予定枚数 

公民館名 一般入場券 途中入場券 

秋田地区住民センター   ２０ １０ 

境野公民館   ４０ ２０ 

中央公民館 ２００ １２０ 

勝山公民館   ３０ ２０ 
 ※配布予定枚数は変更になることもあります。 
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入場整理券の配布開始日入場整理券の配布開始日入場整理券の配布開始日入場整理券の配布開始日    
    

中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館    １１月３日（火）１１月３日（火）１１月３日（火）１１月３日（火）    

地区公民館地区公民館地区公民館地区公民館    １１月４日（水）１１月４日（水）１１月４日（水）１１月４日（水）    
    

※※※※お一人お一人お一人お一人原則３原則３原則３原則３枚まで枚まで枚まで枚まで    

※※※※必ず来場いただける方に限ります必ず来場いただける方に限ります必ず来場いただける方に限ります必ず来場いただける方に限りますので、ので、ので、ので、

都合が悪くなった方はお戻しください。都合が悪くなった方はお戻しください。都合が悪くなった方はお戻しください。都合が悪くなった方はお戻しください。    

舞台稽古も熱気を帯びて 

きています。 
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図書館図書館図書館図書館    
 
 

 図書館では、読書週間にあわせて【どくしょクイズ】

をおこなっています。 

もんだいは「おけとこどものほんだな」から出されま

すが、ほかにもたくさん本をよんでくださいね。 
 

 

 

 

 

 

１ねんせいのもんだい ヒント ４年生のもんだい ヒント 

【       】・・・へんしん！ 

 ときどきシェーファー先生が、 

 【      】を箱からだしてみ

せてくれます。 

 

まん丸のぼんぼん、 

細長い【      】のしっぽ。 

こうしてシェーファー先生と子ども

たちの「 【      】」がはじまっ

たのです。 

２ねんせいのもんだい ヒント ５年生のもんだい ヒント 

それに、【    】でしたか

ら、みんなから たよりにされ、 

すかれて いました。 

 みるくが小学四年生で、大地が

小学二年生の時から、二人は

【      】をしていた。 

 

あの たくさんの ほしの なかに、 

【      】の ほしも あるような  

きがします。 

「【      】ができたら、別の村

か町にいってしまうの」 

３年生のもんだい ヒント ６年生のもんだい ヒント 

すすーっと のびた 【      】。 

 
彼女はこのノートを 

〈【      】〉と呼んでいました。 

 

あれっ、【      】で きらきら 

ひかって いるのは なに？ 

こうして、「【      】」が、この 

本のタイトルに選ばれたのでし

た。 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

図書館では現在、「読書感動のひろば」へ

の作品を募集中です。ジャンルは「私のおす

すめ本」「本・絵本の主人公や作者への手紙」

「視写」「心に残った場面を、絵や詩、短歌、

俳句、川柳などで表現」の４部門です。用紙

は自由で、えんぴつ以外の筆記用具を使って

ください。応募締め切りは１１月２５日です。 
 

税の書道展 
 

期間  １１月５日（木） 

～１３日（金）午前中  

会場  図書館集会室にて 

☆☆☆☆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：１1 月７日（土） 午前１１時から 

ところ：お話のコーナー 

 

☆☆☆☆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：１1 月２１日（土）午前１１時から 

ところ：しゅうかいしつ 

返却をお忘れの本はありませんか？返却をお忘れの本はありませんか？返却をお忘れの本はありませんか？返却をお忘れの本はありませんか？    
  

図書館では返却をお忘れの本に督促

状をお送りしています。 

 返却期限切れの本はないでしょうか。 

行き違い等ですでに返却済みの場合

は図書館へご連絡ください。 

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    
    

「「「「おけとこどものほんだなおけとこどものほんだなおけとこどものほんだなおけとこどものほんだな」」」」    

のののの中中中中からどくしょクイズですからどくしょクイズですからどくしょクイズですからどくしょクイズです    
☆☆☆☆しめきしめきしめきしめきりはりはりはりは１１１１１１１１月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土））））☆☆☆☆    

 

学年ごとに、１冊の本から、２もんずつクイズを出します。 

【     】の中にはいることばをこたえてください。 

もんだいは「こどものほんだな」から出します。 

（もんだいのよこの「え」がヒントだよ） 

答えは、図書館か、小学校に出してください。 

２もんとも合っていた人には、きねんひんがあたるよ! 

１２月の「つくし」で、せいかいをはっぴょうします。 
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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    
 

第４０回町民文化祭 作品展示 開催中♪ 
４０回目を迎える町民文化祭の作品展示が中央公民館で開催中です。 

今年も町内で活躍するサークルや団体、個人の多くの方の作品が展示されています。 

ぜひ、この機会にご来場ください♪ 
 

展示期間：１０月２７日（火）～ 

１１月８日（日）まで 
時  間：火～金曜日 ９：００～２２：００ 

     日曜日   ９：００～１８：００ 

※11 月２日月曜日は休館日です 
 

場  所：置戸町中央公民館 ロビー、多目的ホール他 
 

※ 今年度の町民文化祭「舞台発表」は実施しませんが、 

１１月２９日（日）午後 1 時より置戸町開町１００周年 

記念事業「町民構成劇」を中央公民館で開催いたします。 

ぜひ、たくさんのご来場をお待ちしております。 

 
 

置女協健康研修会 盛会に 

 置戸日赤 長谷川院長の講演  
 

１０月１４日に「女性と生活習慣病～楽しく美しく暮らすために」と題し

て講演をいただきました。院長自らパワーポイントを作成していただき、骨

粗しょう症など女性がなりやすい病気や予防について学びました。骨粗しょ

う症になると一寸した転倒やものにぶつかるなどで骨折し、それが寝たきり

のキカッケになるので十分に注意することと、食事でもカルシウムを摂るこ

とを心がけることが大事とのことです。 

また、健康食品やサプリメントについても基本的な成分や機能が同じであ

れば、あえて高い商品を求める必要はないなど健康で元気に美しく暮らす秘

訣など、ユーモアを交え楽しくお伝えいただき、参加した会員約６０名は有

意義な研修になり、またお願いしたいと感想を述べていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

お知らせお知らせお知らせお知らせ    11111111 月の月の月の月の『『『『公民館サロ公民館サロ公民館サロ公民館サロンンンン』』』』はお休みしますはお休みしますはお休みしますはお休みします    
  

１１月は、開町 100 周年記念事業が多数開催されますので会場・日程の都合からお休みと

します。次回は、１２月１１日（金）を予定していますのでお申込みください。 
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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／／／／社会教育社会教育社会教育社会教育    
 
 

2015201520152015 町民町民町民町民サイクルサイクルサイクルサイクル駅伝駅伝駅伝駅伝 100100100100 周年周年周年周年でででで大通大通大通大通りをりをりをりを快走快走快走快走    
 

９月２７日（日）開催の駅伝大会は、全１７チーム８５名のランナーが参加。今回の大会は、

開町１００周年記念特別コースとして大通りを駆け抜けました。 上位チームは以下のとおりです。 
 

【一般の部】 

 優 勝  ＬＤＫ ２２分４５秒 

（蝦名 慧一、岩崎 拳也、松本 拓也、 

須貝 将斗、山本 剣太） 

 準優勝  置小イシチャンズ ２６分０８秒 

 第３位  置戸町はしろう会 ２６分１０秒 

 ラップ賞 蝦名 慧一 ３分５６秒/総合ラップ賞 
 

【中学生の部】 

 優 勝  ぐでたま     ２４分３５秒 

（蝦名 拓武、高橋 優、菅野 速人、磯田 珠生、 

湊  昴） 

 準優勝  ブラック     ２５分０６秒 

 第３位  ごぼーズ     ２７分４８秒 

 ラップ賞 蝦名 拓武     ４分３６秒    
 

【小学生の部】 

 優 勝  ミッキーマウスクラブマリオ 

          ２７分５０秒 

（北 秀虎、尾藤 伊織、小野寺颯麿、棧 光丸、 

福澤 春陽） 

 準優勝  ファイヤーズ   ３１分１９秒 

 第３位  オレたち最強   ３１分３２秒 

 ラップ賞 福澤 春陽     ５分２０秒 
    

    

少年少女サッカー教室 ﾒｷﾒｷ上達 
 

コンサドーレ札幌アカデミーのサッカー教室が、

１０月２４日（土）置戸小学校グラウンドで行わ

れ、サッカー少年団２１名、置戸中学校サッカー

部１７名が、寒風に負けずコーチの指導を受けて

元気にボール追っていました。指導の内容は基本

に忠実にプレーすること、ボールに群がらずにチ

ームでボールを進める位置取りや全体を見ること、

そして考えてプレーすることなど上達のアドバイ

スをもらいながら楽しい充実した教室でした。 

また、コーチからは、あきらめない心、チャレ

ンジする心を持ってサッカーや学校生活に取り組

むようにとエールをいただきました。 

 

 

 

 

    

パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ場場場場クローズのおクローズのおクローズのおクローズのお知知知知らせらせらせらせ    11111111 月月月月３３３３日日日日（（（（火火火火））））最終日最終日最終日最終日    
おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場は、、、、11 月３日（火）を最終日として今シーズ

ンを終了します。今年もパークゴルフ場をご利用いただきましてありがとうございました。 



 
5 

社会体育社会体育社会体育社会体育・スポー・スポー・スポー・スポーツセンターツセンターツセンターツセンター／／／／社会教育社会教育社会教育社会教育    
 
 

第１８回おけとウルトラパークゴルフ大会  
１０月３日（土）４日（日）「おけとウルトラ

パークゴルフ大会」を開催しました。 

全道各地から１０７名の選手が参加し、２日間

１０コースの「ウルトラ」大会で腕を競いました。

１日目は強風と朝露で荒れたコンディションで

したが、それを感じさせないプレーが繰り広げら

れました。一般の部は久保田選手（北見）がプレ

ーオフを制し第１４回大会一般の部以来２回目

の優勝。また、女子の部では佐々木選手（丸瀬布）

が初優勝、シニア男子の部では福田選手（北見）

は第６回大会一般の部優勝からシニアの部に変

わっての２回目の優勝を飾りました。 

  今年は開町１００周年として記念参加賞（ウエ

イト付きティー）の配布、1 日目の夕方に交流会を開催し豪華景品の福引、１００周年にちなみ

全体１００位の特別賞やラッキー賞など大会の景品等も増え、参加者は楽しく交流していました。 
 

一般男子の部 女子の部 シニア男子の部 

優 勝 久保田 昇（北見） 

２４９打 【内閣総理大臣賞】 

優 勝 佐々木 照子（丸瀬布） 

２５６打 【文部科学大臣賞】 

優 勝 福田 臣男（北見） 

２３９打 【北海道知事賞】 

準優勝 杉本 正治（北見） 

２４９打 

準優勝 岡崎 泰子（北見） 

２５７打 

準優勝 山崎 和彦（北見） 

２４８打 

第３位 山内  万（北見） 

２５２打 

第３位 田房 朝江（北見） 

２５９打 

第３位 吉田 弘康（弟子屈） 

２５１打 

 

 

    

    

    

    

    

 

スポーツ講演会「まいどっ！」が開催されました 
 １０月９日に置戸町開町１００周年・置戸町体育協会設立６０周年記念事業として、元日本ハ

ムファイターズ、現在は野球解説者・スポーツコメンテーターとして活躍している岩本勉氏を講

師に招き、置戸町体育協会のスポーツ講演会

『「まいどっ！」野球が教えてくれたこと～

野球心～』が開催されました。 

 岩本氏の幼少期のエピソードや、本当のエ

ースということを教えてくれた先輩につい

て、おなじみ「まいど！」の誕生エピソード

など、講演会に集まった１５０人の参加者は

笑いあり、涙ありでとても賑わいました。 

 また、講演の最後には日本ハムファイター

ズに関する質問コーナーも用意されており、

１時間３０分の講演会は大盛況でした。 

各部の優勝者 福田選手（写真左）、 

久保田選手（写真中央）、佐々木選手（写真右） 
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    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    
 

郷土史研究会 『開町１００周年記念特別展』 開催中 
 １０月２７日からの町民文化祭の展示において、郷土史研

究会（大矢孝男会長）は、特別展として開町１００周年にち

なんだ展示をおこなっていますのでお立ち寄りください。 

会場は中央公民館農村資料室です。 

 主な展示内容は、１１月２９日の町民構成劇で芝居となる

「人間ばんば誕生物語」にちなみ故山本佳一さんのコーナー、

人間ばんば大会の歴代ポスターの展示などです。また、平成

７年頃の街並みを勝山から境野まで連続撮影したビデオも

会場内で上映しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
    

 
 

４ 

（水） 

置戸小４・５・６年 14：０0 

置戸中学級文庫 1５：３５ 

１２ 

（木） 

北光 1６：２0（森） 

雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上） 

５ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：０0 

拓実１６：００（渡辺） 

1３ 

（金） 

置戸小学級文庫 1４：４５ 

くるみの会 1６：０0 

６ 

（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 

１９ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：０0 

置戸中学級文庫 1５：３５ 

置戸中ふくろう文庫 16：00 

２０ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

北光 16：３０（城岡） 

境野公民館 17：00 

１0 

（火） 

どんぐり長時間園児 15：３０ 

常盤 16：４５（工藤） 

２５ 

（水） 

どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１１

（水） 

秋田市街 1４：３0 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 

２７ 

（金） 

くるみの会書架入替 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■カンボジアの大地に生きて（ミンフォン・ホー）おばあさんのしんぶん（松本春野） 

■一般書■さっぽろ味の老舗グラフィティー（和田由美）知識ゼロからの畜産入門（八木宏典）

すぐそばにある「貧困」（大西連）一番やさしい地方自治の本（平谷英明）2050 年超高齢社会の

コミュニティ構想（若林靖永・樋口恵子） 

■読み物■夕暮れの時間に（山田太一）ぼくは愛を証明しようと思う。（藤沢数希）マイストー

リー私の物語（林真理子） 

置戸町の人気者 、１００周年でも活躍の地域キャラクター「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、応援よろしくお願いします。 
    

１０月２１０月２１０月２１０月２６６６６日現在、総合８３日現在、総合８３日現在、総合８３日現在、総合８３２２２２位位位位    １，１，１，１，５０８５０８５０８５０８ポイントです。ポイントです。ポイントです。ポイントです。    

性格どおり地道にポイントを増やして性格どおり地道にポイントを増やして性格どおり地道にポイントを増やして性格どおり地道にポイントを増やしていいいいますが、あと３週間でますが、あと３週間でますが、あと３週間でますが、あと３週間で    

最後の追い上げ最後の追い上げ最後の追い上げ最後の追い上げです。です。です。です。家族・職場・知り合いに家族・職場・知り合いに家族・職場・知り合いに家族・職場・知り合いにも周知も周知も周知も周知ください。ください。ください。ください。    
    

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。    

携帯電話・パソコンなどメールアドレスごとに１日１票投票できますのでご協力を。携帯電話・パソコンなどメールアドレスごとに１日１票投票できますのでご協力を。携帯電話・パソコンなどメールアドレスごとに１日１票投票できますのでご協力を。携帯電話・パソコンなどメールアドレスごとに１日１票投票できますのでご協力を。 


