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３月の休館日情報 
 

・中央公民館 3/6,7,14,20,21,28 

・地区公民館 3/6,7,13,14,20,21,27,28 

・町立図書館 3/7,14,20,21,28,31 

・スポーツセンター3/7,14,21,22,28 

    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 

 

 

 

 

 
 

町民構成劇を超える!?境野地区大演芸会 
旧境野小学校体育館を会場に、開町１００周年記念事業のトリを飾る「境野地区大演芸会」が

開催されます。豊住地区出身のシンガーソングライターＥＲＩさん、津軽三味線の新田昌弘さん、

和太鼓のしんたさん、ものまねの何ン田研二さんなどが出演するほか、境野地区の皆さんの出演、

ＨＴＢで大人気の「ｏｎちゃん体操」の動画撮影も予定されています。 

入場券には限りがありますので、希望者はお早めにお求めください。 
 

と  き  ３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（日日日日）））） 午前１０時～午後４時（終了予定） 

と こ ろ  旧境野小学校体育館 

入 場 券  中学生以上 １，０００円 、小学生以下 ５００円（保護者同伴） 
※昼食としてマグロの漬け丼、麺類も用意しています。 

※大演芸会に関するお問合わせは、境野公民館まで（☎５５－２００２） 
 

 
 

 
 

第５４回新春文芸大会の結果 
    

●●●●一般の部一般の部一般の部一般の部    

【俳句】天位：西村 藤湖「初春や町百年の年重ね」 

地位：高西ひろこ  人位：貴田岡 秀 
    

【短歌】天位：樋口 輝夫 

「ヒロシマを訪ねて心新たにす命と歴史戻らなきもの」 

地位：佐久間光昭  人位：矢崎 秀人 
    

【川柳】天位：貴田岡 秀「スマートホン頑固親父も子に習う」 

地位：高西ひろこ  人位：矢崎 秀人 
    

【詩】 １位：矢崎 秀人 
 

●●●●中学生の部中学生の部中学生の部中学生の部    

【俳句】天位：稲葉 竜太(１年)「降り積もる銀の輝き雪の花」 

地位：道原 凛(１年)  人位：溝井 怜(２年) 
    

【短歌】天位：道原 凛(１年) 

「バレー部のこのチームでの初勝利次は必ず自分もコートに」 

地位：多田 千里(２年)  人位：湊 昴(３年) 
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春休みバレーボール教室 
旭川実業高校出身で現役時代

は、実業団チーム「ＮＥＣレッ

ドロケッツ」で活躍した栗田奈

穂さんを講師に招きバレーボー

ル教室を開催いたします。 
 

講師：元ＮＥＣレッドロケッツ 

栗田 奈穂さん 

日時：３月２６日（土） 

午後１時３０分より 

場所：スポーツセンター 

対象：バレーボール少年団 

置戸中バレーボール部 
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図書館図書館図書館図書館    
 

みんなみんなみんなみんな元気元気元気元気にににに““““おはなしおはなしおはなしおはなし””””したよしたよしたよしたよ    

「「「「第第第第４４４４３３３３回回回回子子子子どもおはなしどもおはなしどもおはなしどもおはなし大会大会大会大会」」」」    
 

２月１３日（土）４３回目となる子どもおはなし大会が行われました。今年は１1 組２５名の

小学生の発表がありました。お話や落語、紙芝居、ペープサート、自分でつくったお話もあり、

どの発表もすばらしくて、審査の先生も頭をなやませていたようです。 

審査の間の図書館ボランティア「こだま」による動物ビンゴも好評でした。 

低学年と高学年の各賞は次のとおりです。 
 

☆低学年の部 

◇最優秀賞       紙芝居「やまんばのしっぱい」（トックリーズ） 

栗田悠佑 中堀明徳（３年） 
 

◇優秀賞 

お話「もちもちの木」（イナズマ２）石井菜々実・北航遥（３年） 
 

◇きれいなお花をさかせたで賞 

 お話「はちうえはぼくにまかせて」（フラワー） 

  清川幸愛 須藤倖依（３年） 
 

◇さいごまでがんばったで賞 

お話「ギザ耳うさぎ」（なかよし）伊東はな・佐々木渉楠（３年） 
 

◇おけとＳＦ大賞 

創作「ドラゴンバトル」（爆竜クリムゾン）遠藤優士（３年） 
 

☆高学年の部 

◇最優秀賞  ペープサート「いろはのかるた奉行」 

（フワフワリボンズ）谷菜々美 佐藤奈澄紀（４年） 
 

◇優秀賞  

お話「ともだちくるかな」（らんころガール） 

   中原蘭 福澤こころ（４年） 
 

◇ざぶとん１０まい賞  

落語「３分で読める江戸のわらい話・３分で読める江戸のこわい話」 

 （ごはんたべ隊）大矢渓 井上優奈 大和谷彗七 野里風葉（５年） 
 

◇メルヘン賞 

 紙芝居「はつゆき」（ひなひな） 前田比那 竹内陽向（４年） 
 

◇チームワーク賞 

 お話「アイスキッズのぼうけん」（キラキラクローバー） 

   安海七梨 竹内楓華 笹久保琴音（４年） 
 

◇ベストペープサート賞 

 ペープサート「おべんとうなあに？」（みつ葉） 

    北村菜絵 栗田桃百 中原杏里（５年） 
 

入賞おめでとうございます。また、来年もぜひ挑戦してください。 
 

☆おはなしかい  と き ３月 ５日（土）午前１１時～ ばしょ おはなしコーナー 

☆こどもシアター と き ３月１９日（土）午前１１時～ ばしょ 集会室 

 

※現在、返却期限のすぎた本に督促状をお送りしています。行き違い等で手紙がついた場合は 

その旨を図書館までお申し出くださいますようお願いいたします。 
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公民館公民館公民館公民館    
 

２０１６おけと子ども冬まつり～子どもたちの笑顔あふれる～ 
 

親子・みんなで楽しめる「２０１６おけと子ど

も冬まつり」（おけと子ども冬まつり実行委員会 

主催）が２月７日（日）に開催されました。 
 

当日は天候にも恵まれて約３００名の来場があ

り、雪の大斜面、スノーモービル、トラクターそ

り、餅つき、雪合戦など、多くの体験を楽しむ子

どもたちの姿を見ることができました。 
 

恒例の子ども会対抗競技では、親子ばんばリレ

ー、むかで競争、ガリ

ガリ君早食い競争の

３種目を競い合い、見事境野地区子ども会が優勝しました。 

また、大人気の氷のすべり台や会場内で配布をした豚汁やお餅は、

お父さん・お母さん・地域の皆さんが事前に準備をしてくれました。 

多くの方々にご参加・ご協力いただき、おけとの冬を親子・みんな

で楽しめる１日になりましたことを、お礼申し上げます。 
 

 

キッチンファクトリー～手作りの作品ならぶ～ 
 

手作りマーケット「第１３回キッチンファクトリー」が

２月１３日（土）～１４日（日）に開催されました。 

当日は、たくさんの方々が町内で活躍する「おけともの

づくりグループ」（１４団体）の作品を求めて来場されて

いました。また、作品販売だけではなく、ブローチや小銭

入れ作りの体験コーナー、消しゴムはんこや羊毛コースタ

ーのワークショップなどがあり、とても楽しい２日間とな

りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おけと大学修了式 記念講演のご案内♪ 
おけと大学修了式の記念講演として、和歌山大学より渡部幹雄氏を講師にお迎えします。 

関心のある方は、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。 
 

講演テーマ 「未来の人々への贈り物～今、できること」 

講  師  和歌山大学教授 渡部 幹雄 氏 

と  き  ３月２４日（木）午前１０時１５分～（約９０分） 

と こ ろ  置戸町中央公民館 

参 加 費  無 料   ※お問合わせは、 中央公民館（☎５２－３０７５） 
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公民館公民館公民館公民館    
 

「郷土資料館講座」のご案内♪ 
置戸町の郷土資料をもとに色々な視点でお話しをいただきます

ので、ぜひご参加ください。 
 

講演テーマ 「小さな資料館を活かしたまちづくり」 

講  師  和歌山大学教授 渡部 幹雄 氏 

と  き  ３月２３日（水）午後６時３０分～（約９０分） 

と こ ろ  置戸町中央公民館 

参 加 費  無 料 

申 込 み  ３月１８日（金）までに中央公民館（☎５２－３０７５）にお申込みください。 

※ 講演に関するお問合わせも中央公民館まで 

 

劇団風劇団風劇団風劇団風のののの子子子子『『『『めっきらもっきらどめっきらもっきらどめっきらもっきらどめっきらもっきらどぉぉぉぉんどんんどんんどんんどん』』』』公演公演公演公演のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

一般一般一般一般のののの方方方方もももも鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞できますできますできますできます！！！！どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお見逃見逃見逃見逃しなくしなくしなくしなく！！！！！！！！    
  
わくわく・ドキドキの人気絵本（長谷川摂子作・ふりやなな絵､福音館書店発行）を原作に､劇

団風の子がお届けする本格児童演劇。大人も楽しめる内容です。関心ある方はどなたでも鑑賞で

きますので､おひとりでも親子でも､またはお誘いあって､どうぞお気軽にお出かけください。 
  

と き ３月８日（火）午前１０時～（約１時間） 

ところ  こどもセンター どんぐり 

参加費  無 料 

問合せ  中央公民館（tel.52-3075） 
 

  

「食のまちづくり」講座のご案内 

「地元産小麦にこだわった麺作り＆ベーグル 

～加工に携わる２人のお話と､ベーグル作り体験＆生麺の試食会～」 

北見から「地元産」にこだわるお二人の女性をお迎えし､地産地消への思いを伺いながら､簡単

な実習でベーグルを作って､茹でたての生麺を味わいます。 

小麦生産者はじめ農業関係者の皆さんの参加､大歓迎！あわせて､消費者の皆さんにも､地元産

小麦の美味しさを実感していただく機会になればと思います。 

フレッシュな若手講師のお話と､実習と試食のお得感満載の企画です。 

親子参加も歓迎します。どうぞお誘いあわせてご参加ください。 
 

と き  ３月２７日（日） １０：００から（終了予定１２:３０頃） 

ところ  中央公民館 調理実習室 

 講 師   オホーツクベーグル・倉本ひと恵さん 

株式会社ツムラ・津村千恵さん 

 参加費  ３００円（材料代および試食代） 

持ち物  エプロン・三角巾 

申込み  ３月１８日までに中央公民館へ 

(電話５２－３０７５) 

町民構成劇記録ＤＶＤの販売 
 

好評を博した町民構成劇。見逃した方、

記念に DVD が欲しい方に朗報です。 

フォトスタジオ山口さんで、２枚組２，

０００円で販売していますので、お求め

ください。 

なお、出演者・スタッフには実行委員

会から配布中ですのでお待ちください。 
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    社会体育社会体育社会体育社会体育    
 

平成２８年度スポーツ安全保険加入者募集 
 

年額掛金（年度途中での加入も同額） 

■子ども（中学生以下）      １，４５０円   

■一 般（高校生以上６４歳以下） １，８５０円 

■一 般（６５歳以上）      １，２００円 
 

保険期間：平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
（年度途中の加入は加入手続完了の翌日から平成２９年３月３１日まで） 
 

加入申込：３月１４日から４月２２日までの平日に教育委員会社会教育課（中央公民館内）で 

集中して加入受付します。また、期間外も随時受付します。 
 

スポーツ安全保険は、文化・スポーツ活動を行う５名以上の団体で加入することが原則ですが、

教育委員会では各種スポーツ大会や個人でスポーツをする方のための団体加入をしています。 

保険内容、グループでの加入方法等詳しくは社会教育課（電話：５２－３０７５）へお問い合

わせいただくか、ホームページ（www.sportsanzen.org）をご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南ケ丘スキー場、歩くスキーコースのクローズについて 
 

南ヶ丘スキー場、歩くスキーコースともに３月１３日（日）を最終日としてクローズとなります。

本年度もご利用ありがとうございました。 
 

３月３日（木）以降の南ケ丘スキー場営業予定３月３日（木）以降の南ケ丘スキー場営業予定３月３日（木）以降の南ケ丘スキー場営業予定３月３日（木）以降の南ケ丘スキー場営業予定    
火～金曜（３日～４日、８日～１１日） ナイター（17：30～21：00）のみ 

土曜  （ ５日、１２日） 全日（10：00～16：30、17：30～21：00） 

日曜  （ ６日、１３日） 日中（10：00～16:30）のみ 

月曜  （ ７日 ） 休業日 
 

春休み小学生卓球教室 
 

毎年大人気の教室です。上手になりたい子も

初心者の子もぜひご参加ください。 
 

日 時：３月２９日（火）、３０日（水）、 

３１日（木）の３日間 

    午前９時～１２時 

場 所：スポーツセンター健康体操室 

対 象：町内の小学生 

講 師：北見市卓球協会 小田
お だ

央
ひろ

朗
あき

さん 

参加費：無 料 

持ち物：運動靴、タオル、ラケット 

※ラケットのない方は貸出します。 

※運動できる服装で参加ください。 

申 込：３月１８日（金）までに 

教育委員会社会教育課へ 

         （電話：５２－３０７５） 

春季町民ミニバレーボール大会 
 

気の合う仲間と楽しく汗を流しませんか？  

参加チーム募集中です。 
 

日 時：混合の部 ４月６日から毎週水曜 

女子の部 ４月８日から毎週金曜 

午後７時試合開始 

※大会期間は参加チーム数により変わります 

 のでご了承下さい。 

監督会議：３月２４日（木）午後７時から 

スポーツセンター会議室にて 

会 場：スポーツセンターアリーナ 

参 加：町内に居住しているか、町内に勤務 

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～コート内男性２名まで 

参加費：１チーム １，０００円 

申 込：３月１８日（金）までに参加費を 

添えて教育委員会社会教育課へ 

    （電話：５２－３０７５） 



 
6 

森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
    

秋岡コレクション秋岡コレクション秋岡コレクション秋岡コレクション No20No20No20No20「木地玩具、郷土玩具」発刊のお知らせ「木地玩具、郷土玩具」発刊のお知らせ「木地玩具、郷土玩具」発刊のお知らせ「木地玩具、郷土玩具」発刊のお知らせ    
 

どま工房 ゴールデンウィーク企画   「第８回「第８回「第８回「第８回    木木木木    ああああ    そそそそ    びびびび    展」展」展」展」 
 

ゴールデンウィークの恒例企画となりました「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」を、

今年も開催します。鉋削り箸などの定番メニューのほか、新しいメ

ニューも企画しています。 

「木のおもちゃ広場」では、小さなお子さんでも木の温もりに触れ

ながら楽しく遊ぶことができますよ。 

 是非、お誘い合わせのうえ一度いらしてみませんか。 

 

期期期期    間間間間：５月３日（：５月３日（：５月３日（：５月３日（火火火火）から５月５日（）から５月５日（）から５月５日（）から５月５日（木木木木））））    

時時時時    間：１０時から１６時間：１０時から１６時間：１０時から１６時間：１０時から１６時（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）（受付は１５時まで）    

場場場場    所：どま工房所：どま工房所：どま工房所：どま工房（（（（森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    隣接隣接隣接隣接））））    

    
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●参加申込みは、当日会場で受け付けます。 

●モノづくりの内容については、後日詳細をお知らせします。 

●木あそび展についてのお問い合わせは、森林工芸館（５２－３１７０）までご連絡ください。 
 

    

    

 

  
 

１ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 １１

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

２ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） １６ 

（水） 

置戸中学級文庫 15：35 

置戸中ふくろう文庫回収 

３ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

拓実：渡辺 16：00 

１７ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

置戸小ふくろう文庫回収 15：00 

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４・５・６年 14：50 

北光：城岡 16：30  

境野公民館 17：00 

８ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15：30 

常盤：工藤 16：45 

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 ２５ 

（金） 

くるみの会書架入替 14：00 

 

１０

（木） 

北光：倉本 16：20 

雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 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■はるののはら（竹下文子）ゆうかんな猫ミランダ（エレナー・エスティス） 

■一般書■樹木の文化史（フランシス・ケアリー）不動の魂（五郎丸歩）農に生きる（宮原達明）

図書館コレクション談義（内野安彦）田舎・校外でお店、はじめました。（長井史枝） 

■読み物■坂の途中の家（角田光代）わたしの宝石（朱川湊人）江ノ島西浦写真館（三上延） 


