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４月の休館日情報 
 

・中央公民館 4/7,14,20,28,29 

・地区公民館 4/6,7,13,14,20,21,27,28,29 

・生涯学習情報センタ－4/7,14,21,24,28,29 

・スポーツセンター4/7,14,21,28,29 

    生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習だよりだよりだよりだより 

 

 

 

 

 
 

愛タウンふるさとづくり協議会 

ふるさと置戸の交流･定住セミナー 
 

３月２１日（金）、あいにくの悪天候の中、農山

漁村文化協会編集局次長の甲斐良治氏を講師に、愛

タウンふるさとづくり協議会（有馬和幸会長）主催

でセミナーを開催し、３０名の関係者、町民の皆様

にお集まりいただきました。 

最初に、甲斐氏が関わりのある緑のふるさと協力

隊や地域おこし協力隊の参加者３名の活動について

紹介しながら地方への定住希望や、何をやりたいの

かなど現在の若者の状況について伺いました。 

農山村に関心を持つ若者が増えたのは、平成７年

の「就職氷河期」と言われる時期からで、経済至上

主義から農山村での人との絆や自然との共生に意識

が変化していたことが背景にあるとの考えを示され

ました。また、紹介いただいた事例では、参加した

若者が地域の人々との交流で大きく成長する姿から、

地域の持つ教育力について高い評価をされていまし

た。特に高齢者の関わりが効果も大きく大切な働き

をしていることから、高齢化社会における社会貢献

の役割としてしっかり位置づける必要性と、そのこ

とが高齢者の生きがいにもつながること、そして若

者だけでなく高齢者と子どもとの交流も増やすこと

を推奨されていました。 

地域おこし協力隊の１年間の成果を報告する全国サミットの翌日に、裏サミットと称しＯＢ

や参加者による自主的な反省会を開催し、失敗に学ぶ活動も紹介されました。 

最後に地遊人制度への提言をいただきましたが、残念ながら甲斐さんも今回の講師依頼で初

めて「地遊人」を知ったというお話で情報発信の難しさを痛感したところです。 

【 甲斐さんのご提言 】 

①  緑のふるさと協力隊や、地域おこし協力隊の制度を利用しては。 

②  参加する若者の負担になるので、定住を前面に出しすぎないこと。 

③  旅費の自己負担による下見はハードルが高いのでは。 

④  募集定員が少ないことを利点に変え、特定の団体や大学などと連携して募集を行う。 
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ここだけの話？ 

３月２１日（金）は悪天候で、担当者に「と

にかく飛行機に乗ってください」の声に、講

師の甲斐さんも「引き返すこともあります」と

いう条件で羽田を飛び立ちました。なんとか

無事に到着できましたが、２月、３月の講師

の移動はハラハラします。でも、一番不安だ

ったのは講師の甲斐さんご本人でした。 

緑のふるさと協力隊とは 

平成６年度から NPO 地球緑化センターの実施する若者たちが農山

村で 1 年間、地域に密着したさまざまな活動に取り組むプログラム。 

地域おこし協力隊とは 

平成１９年度から総務省で制度化し、おおむね１年以上３年以

下、地方自治体の委嘱を受け、地域で生活し、各種の地域協力

活動をおこなう。 
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    生涯学習情報生涯学習情報生涯学習情報生涯学習情報センターセンターセンターセンター    
 

 

 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

キッチン木の実情報センター喫茶コーナー 
キッチン木の実のみなさんが、毎週土曜日 午後１時から喫茶コーナーを開店しています。  

場所：情報センターロビー・集会室にて… どうぞご利用ください。 

４月のおはなしかいとこどもシアター  
☆おはなしかい 

と き ４月５日（土）午前１１時から 

ところ 情報センターおはなしコーナー 
 

☆こどもシアター 

と き ４月１９日（土）午前１１時から 

ところ 情報センター集会室 

「「「「いつもいっしょいつもいっしょいつもいっしょいつもいっしょ、、、、本本本本といっしょといっしょといっしょといっしょ」」」」    
４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日はははは「「「「こどもこどもこどもこども読書読書読書読書のののの日日日日」」」」    
第第第第５５５５6666 回回回回    こどものこどものこどものこどもの読書週間読書週間読書週間読書週間    ４４４４月月月月２３２３２３２３日日日日～～～～５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日    
「こどもの読書の日」は、２００１年に「子どもの読書活動推進法」で子

どもが読書の喜びや楽しみを知ることを願って制定されました。その後の５

月１２日までが「こどもの読書週間」となっています。 

生涯学習情報センターでも、読書週間事業として、５月に「どくしょクイ

ズ」を予定しています。お楽しみに。 

 

図書館図書館図書館図書館ボランティアボランティアボランティアボランティア募集中募集中募集中募集中ですですですです    
情報センターでは本の整理、様々な行事の運営参加をしてくれている小中学生ボランティア「こ

だま」、布絵本の制作をしていただいているお母さん達のグループ「ありんこの手」また、情報セ

ンターまつりなどで一般ボランティアの皆さんの活躍がありました。今年度も小中学生ボランティ

ア「こだま」と、一般ボランティアを募集いたします。 

 

☆小中学生ボランティア「こだま」の募集☆ 
昨年は情報センターまつり、おはなし大会の運営、かぼちゃランタン、アイスキャンドルなどの

制作をしました。新しいメンバーを募集します。 

◎◎◎◎募集募集募集募集のののの対象対象対象対象    小学小学小学小学４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６年生年生年生年生、、、、中学生中学生中学生中学生    

◎◎◎◎活動期間活動期間活動期間活動期間        平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度１１１１年間年間年間年間    

◎◎◎◎活活活活    動動動動    日日日日    毎月毎月毎月毎月最終土曜日午後最終土曜日午後最終土曜日午後最終土曜日午後２２２２時時時時からからからから、、、、他他他他にににに情報情報情報情報センターセンターセンターセンターのののの    

行事行事行事行事のののの日日日日などなどなどなど    

（（（（具体的具体的具体的具体的にはみんなでにはみんなでにはみんなでにはみんなで話話話話しししし合合合合ってってってって決決決決めまめまめまめますすすす））））    

◎◎◎◎活動内容活動内容活動内容活動内容        本本本本のののの整理整理整理整理、、、、各種展示各種展示各種展示各種展示、、、、情報情報情報情報センターセンターセンターセンター行事行事行事行事のののの運営運営運営運営などなどなどなど    

◎◎◎◎募集期間募集期間募集期間募集期間        ４４４４月月月月１１１１日日日日（（（（火火火火））））からからからから４４４４月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（水水水水））））    

◎◎◎◎申申申申しししし込込込込みみみみ        情報情報情報情報センターセンターセンターセンターまでまでまでまで    

    

☆一般ボランティアの募集☆ 
ブッカーかけ、絵本の読み語りなどのボランティアに関心のある方を募集いたします。 

◎◎◎◎募集募集募集募集のののの対象対象対象対象    一般一般一般一般のののの方方方方                            

◎◎◎◎活動日活動日活動日活動日            都合都合都合都合のよろしいのよろしいのよろしいのよろしい日日日日、、、、時間時間時間時間。。。。    

◎◎◎◎活動内容活動内容活動内容活動内容        本本本本のののの整理整理整理整理やややや装備装備装備装備、、、、絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ、、、、情報情報情報情報センターセンターセンターセンターのののの行事行事行事行事のののの運営運営運営運営などなどなどなど    

                            （（（（活動内容活動内容活動内容活動内容はははは情報情報情報情報センターセンターセンターセンターまでごまでごまでごまでご相談相談相談相談くださいくださいくださいください））））    

◎◎◎◎募集期間募集期間募集期間募集期間        ４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから随時随時随時随時            ◎◎◎◎申申申申しししし込込込込みみみみ        情報情報情報情報センターセンターセンターセンターまでまでまでまで    

 
図書資料整備基金図書資料整備基金図書資料整備基金図書資料整備基金のごのごのごのご寄付寄付寄付寄付ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    
◎図書資料整備基金へ（昭和５９年度設定） 

平成２５年度 

２ 件（３月１8 日現在） ７３，８３６円 

このお金は積み立てて、書籍の購入費にあてさせて

いただきます。また上記の他にも、多くの方から書籍・

コーヒーなどのご寄贈をいただきました。ありがとう

ございます。 

 

 
「お話大会審査間のゲームレク」

（こだまの活動から） 
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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    
 

第第第第４６４６４６４６回全町回全町回全町回全町スキースキースキースキー大会大会大会大会    盛大盛大盛大盛大にににに開催開催開催開催！！！！        
 

 恒例の全町スキー大会が本年度も３月２日（日）南ヶ丘スキー 

場で開催されました。今年は多くの参加をいただき、７７名、 

延べ８６エントリーを数える盛大な大会となりました。 

天候、コースとも最高のコンディションで選手達は好タイムを 

目指して果敢に競技に挑んでいました。   

２月に閉幕したソチオリンピックでも、多くの道産子 

選手が大活躍をしました。来年もたくさんの置戸の子 

どもにスキーを楽しんでもらい、未来のオリンピック選 

手を目指して大会にも参加して欲しいと思います。 
 

スノーボードスノーボードスノーボードスノーボード大回転大回転大回転大回転上位結果上位結果上位結果上位結果    

部 門 第１位 第２位 第３位 

女 子 伊藤 一瑠 齊藤 伽奈 ― 

男 子 齊藤  直 森  俊基 蝦名 泰成 
 

スキースキースキースキー大回転大回転大回転大回転上位結果上位結果上位結果上位結果    
部 門 第１位 第２位 第３位 

幼 児 杉本 眞泰 近田  実 山下 暖人 

小学１･２年男子 北  航遥 山下 優太 菅野 智輝 

   〃  女子 清川 幸愛 笹久保 琴音 竹内 陽向 

小学３･４年男子 菅野 文哉 小野寺 颯麿 北  秀虎 

   〃  女子 北村 菜絵 山下 はな乃 ― 

小学５･６年男子 大平 拓己 藤江 那由多 阿部 優太 

   〃  女子 石村 奏望 小野寺 詩織 多田 千里 

中学生男子 福島 大地 北島  光 岩村 竜之介 

 〃 女子 齊藤 伽奈 伊藤 一瑠 大槻 美苗 

一般女子 北  陽子 安藤  泉 北島 多美子 

実年Ⅱ 和田  薫 佐藤 政夫 樋口 輝夫 

実年Ⅰ 高谷  勲 ― ― 

壮 年 北島  太 工藤 仁史 北村 敏幸 

成 年 笹久保 徹 篠木 雄一郎 加藤 旭久 

青 年 早坂  卓 佐藤 尚樹 佐藤 典幸 
 

■ジュニアラップ賞男子 大平 拓己（小６）   ５８秒４２ 

■ジュニアラップ賞女子 石村 奏望（小６） １分００秒２３（２年連続） 

■一般ラップ賞     北島  太（壮年組）  ５０秒３６ 

 

４４４４月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土））））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オープンオープンオープンオープン予定予定予定予定    
 

おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場は４月下旬のオープン 

に向けて準備中です。今年もパークゴルフ場をご利用ください。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ：（シーズン中）パークゴルフ場センターハウス 電話：５２－３０８４ 

（シーズン以外）教育委員会 社会教育課 電話：５２－３０７５ 

くまモンも参戦！？ 

 

 

 

 

 

 

 
 

スキー大会に突如現れた謎の着ぐるみ

選手！セットも決まっています。熊本県

のゆるキャラに良く似ていますが・・・。

結果はなんと堂々の部門２位！子ども

たちに大人気で大会も盛り上がりまし

た。Ａさん、どうもありがとう！ 

おけとパークゴルフ場使用料 

■シーズン券１０，２８０円  ■１日券 ３００円 ■回数券（１日券１２回分）３，０８０円 
 

※使用料改正に伴い平成２６年度は上記の金額となります。何卒ご了承ください。 

※シーズン券は、オープン後センターハウスで販売いたします。タテ３ｃｍ×ヨコ２．５ｃｍの顔写真が必要です。 

※満７５歳以上及び高校生以下の方は、年齢の証明できるものを提示いただくと使用料免除になります。 

※「道民家庭の日」毎月第３日曜日に限り、高校生以下のお子さんと家族でプレーする場合、どなたかが置戸

町民であれば全員の使用料を無料とします。 
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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    
 

平成２６年度 おけと大学 学生募集 

～ 学びのよろこびを大切に ～ 
 

６０歳以上の皆さんが仲間づくりの輪を広げながら、新しい知識や技術を身に付け、心身とも

に健康で、生きがいを持って充実した生活を送るために「おけと大学」を開設します。 
 

◆入学資格  置戸町在住の６０歳以上の方 

◆開設期間  平成２６年４月入学（５月開講）～２７年３月修了 

       原則として、月１回 午前１０時～正午 

◆学習内容  【昨年度の主な内容】 ○講話 ○切り絵 ○研修日帰り旅行 等 

       ※新年度も皆さんの意見を取り入れながら実施します。 

◆入学金等  無 料（ただし材料費などは実費負担） 

◆表  彰  皆勤賞（欠席無し：昨年４名）、精勤賞（欠席１回：昨年７名） 

◆申 込 み  ４月１８日（金）までに電話で住所、氏名、生年月日を連絡してください。 

（中央公民館 電話５２－３０７５） 

 

平成２６年度 ふるさと少年クラブ 

 ～ メンバー募集のお知らせ ～ 
 

中央公民館で実施しています「ふるさと少年クラブ」のメンバーを募集します。１年間、元気

いっぱい置戸に親しみ、置戸の自然や昔の生活などいろいろな体験をします。何かを見つけ、知

る楽しさと喜びをみんなで感じてみましょう。 
 

◆対  象  置戸小学校４年生～６年生 

◆活動期間  ４月～３月（２ヶ月に１回程度） 

◆参 加 費  材料費等は、実費負担です 

◆問合せ先  中央公民館（電話 52-3075）詳しくは、 

新学期に学校を通じてお知らせします。 
 

    

    

ハーモニーハーモニーハーモニーハーモニーをををを楽楽楽楽しんでみませんかしんでみませんかしんでみませんかしんでみませんか？？？？    

会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中ですですですです。。。。    
    

コーラスサークルコーラスサークルコーラスサークルコーラスサークル「「「「そよかぜそよかぜそよかぜそよかぜ」」」」    
    

 声を出して歌うのは、とても気持ちが良く健康に

も良いことです。 

 仲間と声を合わせて歌うときに生まれるハーモ

ニーは、とても心地よく、一人では味わえないもの

です。 

いっしょにハーモニーを奏でてみませんか！ 

合唱の経験がある人はもちろん、初めての方も、

ぜひいっしょに歌いましょう。 

 

練習日 毎週木曜日午後 8時～9時 

場 所 中央公民館会議室 

連絡先 佐久間 090-8635-3676 または 中央公民館（52-3075）まで    
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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    
 

～町内で活躍する団体紹介 PART③～ 

置戸町地域子ども会育成連絡協議会 
 

子どもたちの活動を支える社会教育関係団体

「置戸町地域子ども会育成連絡協議会」は、現在

７単位会４地区で構成され、各単位会から理事・

役員１名ずつを選出し、運営しています。「育連

協（いくれんきょう）」の愛称で親しまれる団体

は、子どもたちにたくさんの体験・経験をしても

らおうと、地域の子どもたちが活動できる夏季事

業やスポーツ交流会を運営しています。冬には

「おけと子ども冬まつり」の実行委員会として、

大人気の氷のすべり台や冷えた体を温める豚汁

づくり・提供など、企画から運営まで色々なとこ   

ろで活躍しています。 
 

残念ながら、少子高齢化の影響から小学校の統

合・単位会の減少と活動の醍醐味である地域間交

流・子ども会対抗競技などが成り立たない状況も

増えてきました。今年度は、この課題から、より

子どもたちの活動の充実と育連協の必要性を考え

る時間を作るため、中央公民館と連携し、「公民

館講座」という形で育連協理事・役員をはじめ、

育成者や地域の方々と「地域課題」「今後の活動」

について研修会を実施しました。この研修会を通

じて、今後の活動内容・実施方法の検討や地域の

方々と連携をした取組など、今の時代背景を捉え

た活動展開を検討することができました。 
 

今後は、子どもたちの感性を引き出せる活動・

地域の方々と交流が持てる活動を展開できるよう、

育連協活動を盛り上げていただければと思います。

また、地域の方々も地域の子どもたちの活動に関

わっていただければと思いますので、一緒に活動

をしてくれる方がいましたら中央公民館

（TEL52-3075）へご連絡願います。 

 

 

 

公民館講座 

「子ども会の活動を支える『大人（育成者）の役割』とは何か？」 

～地域の力・育成者の力を連携させて～ 
 

３月１１日（火）に「子ども会の活動を支える「大人（育成者）の役割」とは何か？」をテー

マに、地域の大人として地域の子どもたちの活動を考える講座を開催しました。 

講師の北翔大学谷川松芳教授から、子どもたちの成長には「地域の力」「育成者の力」が必要

で、それらを上手く連携させることが「子ども会・育連協」活動につながることを意識してほし

いと叱咤激励をいただきました。講演後には、『「子ども会・育連協」活動をどうしていくべき

か』をテーマに参加者の意見交換会を実施しました。 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

 

  
 

１ 

（火） 

こどもセンター長時間園児 15：30 １６ 

（水） 

秋田市街 14：30 

３ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 

４ 

（金） 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

１７ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光 16：20（森・倉本） 

雄勝：小木 16：40 

幸岡 17：00（井上・井上・和田） 

８ 

（火） 

常盤：工藤 16：45 １８ 

（金） 

北光：城岡 16：30 豊住 16：45（中沢） 

境野公民館 17：00 

９ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・広中・笛田・中井・

上野） 

２２ 

（火） 

くるみの会書架入替 15：30 

１１

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

２３ 

（水） 

どんぐり 15：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１５

（火） 

置戸小１・２・３年 14：10 

置戸中学級文庫 15：35 

２５ 

（金） 

置戸小４・５・６年 15：00 

 

 

「「「「    生涯学習情報生涯学習情報生涯学習情報生涯学習情報センターセンターセンターセンター新着図書情報新着図書情報新着図書情報新着図書情報    」」」」    
■児童書■こねこのレイコは一年生（ねぎしたかこ）鉄道きょうだい（Ｅ･ネズビット） 

■一般書■新版絵とき金子さんちの有機家庭菜園（金子美登）地方が輝くために（小磯修二） 

ドラッカーの実践マネジメント教室（Ｐ･Ｆ･ドラッカー）いつまでも美しく（キャサリン･ブー）

地域からの農業再興（蔦谷栄一） 

■読み物■冬眠する熊に添い寝してごらん（古川日出男）その手をにぎりたい（柚木麻子） 

黄昏の光と影（柴田哲孝） 


