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１２月の休館日情報 
 

・中央公民館 12/7,14,20,23,28～1/4 

・地区公民館 12/6,7,13,14,20,21,23,27～1/4 

・町立図書館 12/7,14,21,23,24,28, 

29（午後 1 時～）～1/4 

・スポーツセンター12/7,14,21,23,28～1/5 

    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 

 

 

 

 

 
 

 

第第第第４０４０４０４０回町民文化祭回町民文化祭回町民文化祭回町民文化祭    作品展示作品展示作品展示作品展示    

～～～～町民町民町民町民のののの力作力作力作力作がががが輝輝輝輝くくくく～～～～    
 

第４０回町民文化祭の作品展示が１０月２７日（火）～１１月８日（日）の約２週間、中央公

民館（ロビー・多目的ホール・農村資料室）で開催されました。 

今年も数多くの作品を町民の皆様から出展していただき、多くの方々に日ごろの活動の成果で

ある素晴らしい作品を眺めていただくことができました。 

また、今年は置戸町開町１００周年ということもあり、記念した作品が数多く並び、とくに商

工女性部の記念押し花や放課後児童クラブ「くるみの会」のちぎり絵など、記念作品が展示され

ていました。さらに郷土史研究会の「移り変わる１００年の正史道具展」では、過去に使われて

きた数多くの道具などを懐かしく思う方々の姿が見受けられました。その他にも陶芸や編み物、

書道など色々な作品に感動されていかれる方々がたくさんいました。 

例年であれば、毎年１１月３日には町民文化祭「舞台発表」を行っていましたが、今年は開町

１００周年ということもあり、行事や事業が目白押しの中、実施することができませんでした。

来年からは皆様が日ごろ活動をされている発表の場をしっかりと実施していきたいと考えていま

すので、作品展示・舞台発表どちらともたくさんの方々にお願いしたいと思います。 

最後になりましたが、今年度も作品を出展くださいました皆様、展示作業にご協力いただきま

した皆様、さらにはご来場された皆様にこの場をお借りしお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育連協育連協育連協育連協からからからから「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ交流会交流会交流会交流会」」」」開催開催開催開催おおおお知知知知らせらせらせらせ♪♪♪♪    

置戸町地域子ども会育成連絡協議会主催の「スポーツ交流会」が１２月５日（土）１１時４５

分からファミリースポーツセンターで開催されます。当日は「ミニバレーボール 

大会・玉入れ大会」の２種目を地域の子どもたちが一生懸命プレーしますので、 

たくさんのご来場・ご声援をお待ちしております。 
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１２１２１２１２月月月月のおはなしかいのおはなしかいのおはなしかいのおはなしかい    
１２月５日（土） ごぜん１１じ  

ばしょ としょかんおはなしコーナー 

※１２月のこどもシアターは読書感動のひろば

で集会室使用中のため、おやすみします。 

☆☆☆☆記念品記念品記念品記念品はははは冬休冬休冬休冬休みがおわるまでにみがおわるまでにみがおわるまでにみがおわるまでに受受受受けけけけ取取取取りにきてくださいりにきてくださいりにきてくださいりにきてください☆☆☆☆    

～～～～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～～～～    

「「「「どくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズ」」」」のこたえのこたえのこたえのこたえ    

をはっぴょうしますをはっぴょうしますをはっぴょうしますをはっぴょうします                 

クイズのこたえは、つぎのとおりです。 

２もんともこたえがあっていたひとには、きねんひんをようい 

しました。 

答えのあっていた人のなまえはとしょかんにはってあります。 

年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ    
年末年始は１２月２９日（火）の午後１時から

１月４日（月）まで休館します。 

新年は１月５日（火）より通常どおり開館しま

すのでよろしくお願いいたします。 

    図書館図書館図書館図書館    
 

 

 

 

 

 

１ねんせいのもんだい こたえ ４年生のもんだい こたえ 

【   】・・・へんしん！ 
さやの 

なかで 

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。 

カーロ 

まん丸のぼんぼん、細長い【   】

のしっぽ。 
ねこ 

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。 

木を植え

る運動 

「ずら～り マメ」より 「みみずのカーロ」より 

２ねんせいのもんだい こたえ ５年生のもんだい こたえ 

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。 

しっかり 

もの 

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。 

朝と晩の 

餌やり 

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。 

おばあ 

ちゃん 

「【   】」ができたら、別の村

か町にいってしまうの」 

黄金の 

チーズ 

「おばあちゃん」より 「酪農家族」より 

３年生のもんだい こたえ ６年生のもんだい こたえ 

すすっーと のびた【   】。 
２ほんの 

せん 

彼女はこのノートを〈【   】〉

と呼んでいました。 

ひっつき

虫 

あれっ、【   】できらきらひかっ

ているのはなに？ 

くさの 

なか 

こうして「【   】」が、この本

のタイトルに選ばれたのでした。 
沈黙の春 

「ゆきのかたち」より 「レイチェル・カーソン」より 

読書感動読書感動読書感動読書感動のひろばのひろばのひろばのひろば作品展作品展作品展作品展    
「読書感動のひろば」の 

応募をありがとうござい まし 

た。 

ジャンルも多彩に力作 が 

そろいました。応募作品 

は、全て集会室にて展示し 

ます。ぜひたくさんの皆さ 

んのご観覧をおまちしています。 

期間期間期間期間        １２月３日（木）から２５日（金）まで１２月３日（木）から２５日（金）まで１２月３日（木）から２５日（金）まで１２月３日（木）から２５日（金）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    

    

    

    

    

    

    

    

 

置戸町ファーストブックプレゼント事業 

絵本の選定リストから選ばれた本を 

プレゼントします 
赤ちゃんの心とことばの健全な成長を願い絵本

のファーストブック・プレゼント事業が実施され

ていますが、対象者のみなさんに１１月１０日、

図書館の使い方のお話をしました。今回の対象者

は平成２７年２月から７月生の１０名の赤ちゃん

です。 

実際の絵本のプレゼントは１月１９日（火）の

「ひよこクラブ」にて行います。 

夢枕獏講演会 
小説家として陰陽師シリーズ、神々の山嶺など

多彩な作品があり、ナチュラリストでもある、夢

枕獏さんの講演会を開催します。詳しくは１月発

行の「つくし」をごらんください。 

 

○期 日：１月２３日（土） 

午後６時３０分（予定） 

○ところ：図書館ロビー 

※入場無料です 
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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    
≪公民館教室≫ 

☆☆☆☆「「「「星空観察会星空観察会星空観察会星空観察会」」」」    ｉｎｉｎｉｎｉｎ    陸別町銀河陸別町銀河陸別町銀河陸別町銀河のののの森天文台森天文台森天文台森天文台☆☆☆☆    
今年は１２月の夜空に「ふたご座流星群」を見ることができます。この機会に隣町、陸別町銀

河の森天文台で夜空に浮かぶたくさんの星を観察しませんか？？ 

 

日  時  平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（日日日日））））        

１７１７１７１７：：：：００００００００～～～～２２２２２２２２：：：：００００００００（（（（帰町予定帰町予定帰町予定帰町予定）））） 

集合場所  置戸町中央公民館（解散も中央公民館になります） 

      ※陸別町までは、町福祉バスで移動します。 

参加対象  置戸町民（親子参加大歓迎）、置戸町在住・在勤の方 

      ※子ども（中学生以下）だけでは参加できません。 

必ず保護者の方と一緒に参加してください。 

参 加 費  大人５００円、中学生以下３００円（施設入館料になります） 

定  員  ２０名（応募多数が予想されるため、先着順とさせていただきます） 

申 込 み  １２月８日（火）までに置戸町中央公民館へ（電話５２－３０７５） 

そ の 他  必ず防寒対策をお願いします。 

 

≪食のまちづくり事業≫ 

「「「「クリスマスパーティークリスマスパーティークリスマスパーティークリスマスパーティー」～」～」～」～地域地域地域地域のののの若者集若者集若者集若者集まれまれまれまれ♪♪♪♪～～～～    
中央公民館では、少しだけ早めに「クリスマスパーティー」を開催します。当日は皆でクリス

マス料理を作って、その料理を囲みながら交流しませんか？？ 

 

 日  時  平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年１２１２１２１２月月月月８８８８日日日日（（（（火火火火））））        

１８１８１８１８：：：：３０３０３０３０～～～～２２２２２２２２：：：：００００００００（（（（終了予定終了予定終了予定終了予定））））    
活動場所  置戸町中央公民館  

参加対象  地域の若者（１８歳以上から） 

内  容  ①クリスマス料理の調理 

（クリームシチュー・ローストチキン等を予定） 

②料理を囲った交流会（クリスマスパーティー） 

 

 

参 加 費  お一人 １，０００円 

持 ち 物  エプロン・三角巾・飲み物 

定  員  １５名（先着順とします） 

申 込 み  １２月４日（金）までに 

中央公民館へ（電話５２－３０７５） 

 

今年今年今年今年もももも置青協置青協置青協置青協がががが「「「「代行代行代行代行サンタサンタサンタサンタ」」」」をををを承承承承りますりますりますります！！！！！！！！    
 

地域で活躍する青年が所属している置戸町青年団体連絡協議会（略称「置青協」）では、今年

青年がサンタクロースに扮装して、お預かりしたプレゼントを子どもたちにお届けいたします。 

お預かりしたプレゼントは、下記の時間でお届けさせていただきます。お届け時間の指定はで

きませんが、この機会にぜひご利用ください。 

◆配達時間  １２月２４日（木）午後７時３０分～午後８時３０分 

◆対象の方  小学校入学前の幼児（幼児と同じ世帯の小学生は可） 

※プレゼントは、原則１２月２２日（火）までに中央公民館事務室までお預けください。 

※その他、詳しいことは中央公民館までお問合せください。（電話５２－３０７５）
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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    

冬季体育施設の利用について 
【【【【南南南南ケケケケ丘丘丘丘スキースキースキースキー場場場場】】】】    

期  間  １２月２５日（金）から平成２８年３月１３日（日）まで 

※積雪の状況により上記期間を変更する場合があります。 

休業日：月曜日及び１２月３１日～１月２日 

時  間  日中：午前１０時から午後４時３０分まで 

       夜間：午後５時３０分から午後９時まで （１２月中及び日曜は夜間なし） 

料  金  （リフト使用料） 
券  種 大 人 小人（中学生以下） 

シーズン券 10,490 円 5,240 円 

１日券（日中） 1,040 円 520 円 

ナイター券（夜間） 520 円 300 円 

１回券 110 円 50 円 

回数券（１１回） 1,040 円 520 円 

 

 

連 絡 先  スキー場ロッジ（電話 52-3085）、 教育委員会社会教育課（電話 52-3075） 
 

【【【【歩歩歩歩くスキーコースくスキーコースくスキーコースくスキーコース】】】】    

期  間  １２月２５日（金）から平成２８年３月１３日（日）まで 

場  所  おけとパークゴルフ場内周回コース 

コース入口は、おけとパークゴルフ場第２駐車場です。 

・ご利用の際は、スタートに設置してある利用簿にご記名ください。 

・スポーツセンター（電話 ５２－３５７２）で用具貸出しています。 

※数量、サイズに限りがあります。 

 

 

 
１（火） 常盤 16：45（工藤） 10（木） 常楽園・緑清園 13：30 

北光 16：20（倉本） 

雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上） 

２（水） 置戸小４・５・６年 14：00 11（金） 秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

３（木） 置戸小１・２・3 年 1４：０0 

拓実 16：00（渡辺） 

17（木） 置戸小 4・5・6 年 14：00 

４（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 

1８（金） 置戸小１・２・3 年 1４：00 

北光 16：30（城岡） 

境野公民館 17：00 

８（火） 置戸中学級文庫 15：35 22（火） どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

９（水） 秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） 

25（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■空はなに色（濱野京子）だれもが知ってる小さな国（有川浩）■一般書■北海道の小

麦でパンを焼こう（森本まどか）ダメなやつほどダメじゃない（萩本欽一）ふたりが見つけた、

いつもの「普通服」（林行雄・林多佳子）ニワトリと暮らす（今井和夫）ブラッドランド上・下

（ティモシー・スナイダー）■読み物■過剰な二人（林真理子・見城徹）ウォーク・イン・クロ

ーゼット（綿矢りさ）卜伝飄々（風野真知雄） 

・スキー場オープン後にロッジで販売します。 

・シーズン券購入の際は、縦 3 ㎝横 2.5 ㎝の顔写真をご用意ください。 


