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６月の休館日情報 
 

・中央公民館 6/2,9,15,23,30 

・地区公民館 6/1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 

・生涯学習情報センタ－6/2,9,16,23,26,30 

・スポーツセンター6/2,9,16,23,30 

    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 

 

 

 

 

 
 

3 年目 食のまちづくり 着実に地域に広がる 
 

 食のまちづくり推進事業が３年目を迎え、中央公民館で毎月開催されてきた公民館サロンが１

８回を数える中、地区公民館でも独自の取り組みが進んでいます。 

 秋田地区住民センターは、伝統行事の秋田の郷土料理を楽しむ昼食会に加え、昨年は食の研修

会を実施し、今年度は料理講習やサロンを計画しています。 

 境野公民館は、昨年度に野菜づくり講座、今年度はミニ・サロンを年間５回計画し、１回目を

５月１７日に開催、２２名の参加者で賑わいました。 

 勝山公民館は、こちらも伝統行事になっている春の山菜取り、秋のキノコ狩りと収穫した自然

の恵みを料理して楽しんでいますが、さらに、昨年度からヤーコンプロジェクトを実施していま

す。また、今年度からは、勝山カレー食堂を５月９日に開催、２９名の参加者が旧日本海軍式カ

レーを味わいました。 

各地区とも、参加者が一緒に料理を作りながらおしゃべりをし、出来上がった料理を味わいな

がら交流を深められる楽しい行事に参加者の評価も高く、次回の開催を楽しみにしています。ま

た、新しい行事のためか、参加者の顔ぶれも広がっています。 

関心のある方は、是非次回から気軽にご参加ください。 
 

 食食食食のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり推進事業推進事業推進事業推進事業ととととはははは・・・・・・・・・・・・    
①「地産地消」＝農業のまち置戸の美味しい農作物や、豊かな自然の恵みをもっと日常生活で

味わってほしい。地元の産品は、食の安心安全にもつながります。 

②「生涯食育」＝全ての人が健康で豊かな生活を実現するため「食」や「農」について知る、

考える、行動する地域づくりを進めます。 

③「置戸らしい食文化」＝オケクラフトに合ったレシピや、置戸の農産物を使った郷土料理づ

くり。 

④「食を通じた地域のコミュニティー充実」などをめざして様々な取り組みを進めています。 
 

       

地域キャラクター 

「おけばんばくん」夏まつりデビュー 
 昨年の馬力出すべえ祭でキャラクター発表をした「おけばんばくん」。 

今年のおけと夏まつり前夜祭（６月２８日）で着ぐるみデビューをしますので

お楽しみに。 

おっとりとした親しみのもてる「おけばんばくん」を一目見にお子様・お孫さ

んなど子どもさんと連れ立ってお集まりください。 

シャイで人見知り？する「おけばんばくん」も、この日ばかりは少しハイテン

ションで元気な姿を披露してくれることでしょう。 
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しめ飾りの材料「スゲ」をさがしています 
 秋田地区住民センター（秋田公民館）で毎年好評の「しめ縄・しめ飾りづくり」講座の材料

になるスゲが参加者の増加で不足の見込みです。そのため秋田地区住民センターでは、スゲの

群生地を知っている方に情報提供をお願いしています。お心あたりの方は、秋田地区住民セン

ター（電話５５－２４５５）までご一報ください。 
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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    

「「「「どくしょどくしょどくしょどくしょクイズクイズクイズクイズ」」」」のこたえをのこたえをのこたえをのこたえを    

はっぴょうしますはっぴょうしますはっぴょうしますはっぴょうします 

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    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ねんせいのもんだい 解 答 ４年生のもんだい 解 答 

岡本太郎の絵本「あいしてる」より 「はるふぶき」より 

くっついたり はなれたりの

【   】。 
くりかえし 

アオのひくそりで、【   】

をはこんでいく。 
丸 太 

なんで【   】をむいている

の？ 
そっぽ おとうとのタイチに、【   】。 かりんとう 

２ねんせいのもんだい 解 答 ５年生のもんだい 解 答 

「まいご」より 「ナヌークの贈りもの」より 

かわのまんなかは【   】ので、  

およがなければなりません。 
ふかい 

いつの日か、おじいさんのよう

な【   】になるために、・・・ 
狩 人 

おかあさんヌーの かたのとこ

ろには、【   】がありました。 
き ず 

おまえはナヌークになり、ナヌ

ークは【   】になる。 
人 間 

３年生のもんだい 解 答 ６年生のもんだい 解 答 

「ことばあそびうた」より 「タンチョウは悪代官か？」より 

な ん の き こ の き  こ の き は

【   】  りんきにせんき 

きでやむあにき 

ひのき 

さいばん長の【   】は「カ

ッポン」とせきばらいをしまし

た。 

ワタリガラス 

【   】のねずみ はさみをぬ

すみ 
きたみ 

タンチョウなどの【   】は、

たくさんのふつうの生きものが

いて、・・・ 

天然記念物 

できたかな。11 月にもクイズがあるからね。こんどもがんばってね。 
    

    

    

 

 

 

 

 

 
  

    

    

    

    

    

    

≪≪≪≪こどものこどものこどものこどもの読書週間事業読書週間事業読書週間事業読書週間事業≫≫≫≫    

クイズのこたえは、次のとおりです。 

２もんともせいかいだったみなさんに、き

ねんひんをよういしました。 

６６６６月月月月中中中中に、「しょうがいがくしゅうじょう

ほうセンター」でうけとってください。 

（せいかいしゃのなまえは、センターにはり

だしています。） 

☆ 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 ６６６６月月月月    ７７７７日日日日（（（（土土土土））））午前１１時から 

  ところ おはなしコーナー 

 

☆ こどもこどもこどもこどもシアターシアターシアターシアター と き ６６６６月月月月２２２２１１１１日日日日（（（（土土土土））））午前１１時から  ところ 集会室 

平成２６年度 

教科書展示会 
 

学校教科書の展示会を開催します。 
 

期期期期    間間間間        ６６６６月月月月１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～２２２２５５５５日日日日（（（（水水水水））））    

会会会会    場場場場        情報情報情報情報センターセンターセンターセンターロビーロビーロビーロビー    

キッチン木の実 

情報センター喫茶コーナー 
  

毎週 土曜日 午後１時から 

ロビーもしくは集会室にて 

開店しています。 
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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    
 

おけとわんぱくクラブ（第１回）を開催しました 
 

 ５月１０日（土）スポーツセンターで低学年向け通年教室「おけとわんぱくクラブ」の第１回

目を開催し、小学校１年生から３年生までの団員１７名の参加がありました。子どもたちは１年

間様々な運動・スポーツにチャレンジします。今回は、チャイルド・スポーツ・アカデミーの上

林一裕先生の指導によりボディバランストレーニングを行いました。 

 複数の動作を組み合わせ、頭で考えながら体を動かす練習なので最初は戸惑う子もいましたが、

最後のおにごっこをする頃には運動になれて、楽しそうな笑い声があふれていました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

置戸水泳プールオープンのお知らせ 
 

    置戸水泳プールは、現在改修を行っておりますが今年も７月１日（火）にオープンできるよう

準備を進めています。開館予定は下記のとおりです。 

 きれいになったプールで、安全で楽しく水泳や水遊びをして 

夏の暑さを吹き飛ばしましょう。 
 

【日中の開館】 

午前  １０：００～１２：００ 

午後  １３：００～１７：００ 

休館日 ７／７（月）、８／１４（木）、１５（金）、１６（土）、１８（月）、２５（月） 
 

【夜間の開館】 

 １８：００～２１：００ 

開館日  ７／１５（火）～８／８（金）までの火曜から金曜 

休館日  土曜、日曜、月曜 
 

※ 水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。 

※ クローズの予定は８月３１日（日）です。 

    

おけとわんぱくクラブ 

ボランティアスタッフを募集します 
    わんぱくクラブの補助（主に教室開催中の子ども

たちの見守り）をしていただけるボランティアスタ

ッフを募集します。保護者の皆さまや興味をお持ち

の方の積極的な関わりをお願いいたします。詳しく

は社会教育課（電話５２－３０７５）までご連絡く

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    
 
 

ボディ・シェイプサーキット教室参加者募集！ 
 

    「最近、太りやすくなった」、「キレイなボディラインをキープしたい」、「健康的なエクサ

サイズを体験したい」。そんな皆さまの声にお応えし、今年も社会教育課では「健康教室」を開

催します。筋肉を鍛える動きと有酸素運動を交互に取り入れ（サーキットトレーニング）、音楽

に合わせて楽しく体を動かすことをミックスして行うことにより効果的に代謝量が上がります。 

太りにくい健康的な体づくりを目指して、教室に参加してみませんか？ 
 

 ◆と き  ６６６６月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、２７２７２７２７日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、７７７７月月月月４４４４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、１１１１１１１１日日日日（（（（金金金金）））） 

       １９：００～２０：００（適宜休憩あり） 

 ◆場 所  スポーツセンター２階 健康体操室 

 ◆対 象  中学生以上の町民、または置戸町に通勤・通学されている方 

 ◆講 師  フィットネスインストラクター 田房 慕美 さん 

 ◆定 員  ２０名 

◆参加費  無 料 

◆服装等  ・ジャージなど動きやすい服装 

       ・タオル、水分補給用の飲み物（汗をかきます） 

 ◆申 込  ６月１７日（火）１７時までに社会教育課へ 

      （電話５２－３０７５ FAX５２－３１６９）   
 
 

初心者・初級者パークゴルフ教室参加者募集！ 
 

「「「「パークゴルフをやってみたい」、「やってはいるけれどうまくならない」、「スコアのつけ方

が分からない」。そんな初心者・初級者のみなさんを対象として教室を開催します。自治会パー

クゴルフ大会に出場することになった方も大歓迎。気持ちの良い空気を吸いながら楽しくラウン

ドしてみませんか？ とても楽しいスポーツです！  
 

 ◆と き     ６６６６月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（日日日日）））） ９：００～１１：３０ 少雨決行 

 ◆場 所  おけとパークゴルフ場（９時にセンターハウス前集合） 

       ※使用コース：いちい、しらかば（予定） 

◆対 象  町内在住のパークゴルフ初心者の方 

      ※目安としては、４コースで１２０以上の方 

◆参加費  無料 （ただし、コース使用料は各自ご負担ください） 

 ◆申 込  ６月１９日（木）１７時までに中央公民館へ 

       （電話５２－３０７５ FAX５２－３１６９） 

 ◆その他  クラブ等の用具がない方は、無料で貸し出しますので、 

参加申込みの際にお申し出ください。 
 
 

第２９回春季町民ミニバレーボール大会の結果 
 

４月から始まったミニバレーボール大会は、混合の部８チーム、女子の部６チームで１ヶ月に

渡って熱い戦いが展開され、楽しく全日程を終了しました。   

秋の大会も皆さまお誘い合わせのうえ、こぞってご参加ください。 

大会結果（上位チーム）は以下のとおりです。 
 

【混合の部】 ４／９～５／７      【女子の部】 ４／１１～５／２ 

１位 天邪鬼 壱            １位 東洋の満女 

２位 天邪鬼 弐            ２位 たんぽぽＣ 

３位 ＴＫＣＳ Ⅰ           ３位 たんぽぽＡ 
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社会社会社会社会教育教育教育教育・・・・公民館公民館公民館公民館    
 

 

公民館教室「常呂川ラフティング体験」参加者募集！！ 
 

中央公民館では「常呂川ラフティング体験」を開催します。 

普段見慣れた町並みも川面から見れば新たな発見があること間違いありません！！マイナスイ

オンをたっぷりと浴びて心も身体もリフレッシュしてみませんか？  
 

◆と き ６６６６月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日）））） １４：００～ ２時間程度 

◆場 所 中央公民館集合（拓殖橋～種川合流部まで） 

◆対 象 中学生以上の町民、または置戸に通勤・通学している方 

◆講 師 ＮＰＯ法人常呂川自然学校 羽根石 晃彦 氏 

◆定 員 １２名 

◆服装等 ・濡れても差し支えない服装（ジャージ等長袖長ズボン） 

をしてください。 

                  ・着替え・タオルを持参願います 

                  ・１日保険料９０円（おつりのないようにしてください） 

◆申込み ６月１０日（火）１７時まで中央公民館へ（電話 52－3075 ＦＡＸ 52－3169） 

 
 

一緒に作って楽しく美味しく食べよう！！ 

「簡単料理教室」参加者募集！！ 
 

中央公民館では若い人たち向けに「料理教室」を開催します。 

町内で活躍する仲間とともに交流を深めながら美味しい料理を作りませんか？？ 
 

◆と き ７７７７月月月月９９９９日日日日（（（（水水水水）））） １６：４５～ ２時間程度 

◆場 所 中央公民館 調理実習室 

◆対 象 置戸町内に在住の方、 

または置戸町に通勤・通学されている方 

◆講 師 置戸町食のアドバイザー 佐々木 十美 氏 

◆定 員 ２０名 

◆参加費 ひとり ５００円 

◆持ち物 エプロン・三角巾 

◆申込み ６月２６日（木）１７時まで中央公民館へ（電話 52－3075 ＦＡＸ 52－3169） 
 

 

「おけばんばくん」のデザイン利用してください 
 「おけばんばくん」のデザインを利用したいとのうれしいお申込みをいただいています。 

 基本的にデザインの利用で町や地域のお役に立てることは「おけばんばくん」もうれしいこと

なので、どんどん利用していただきたいと思っています。ただ、どのような内容なのかや使われ

方を知りたいので、担当の社会教育課に事前にご相談ください。 

 社会教育課では、所定の申請用紙を用意し簡単な手続きで利用許可申請ができます。 

 申請が認められた場合、デザイン画のデータをお貸しします。 

 今のところデザイン画は５パターンですが、６月末には２０パターンまで増える予定です。 

 チラシやパンフレット、会議資料、封筒、包装紙など幅広く利用してください。 

 アッと驚く楽しい使い方のアイデアを期待しています。 
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森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

「「「「木木木木にににに親親親親しむしむしむしむ日日日日」」」」のののの木工教室木工教室木工教室木工教室    
 

とととと    きききき      ６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、７７７７月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、    

８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））  全３回 

      午後７時から午後９時まで（２時間程度） 

ところところところところ  どま工房（置戸町若木 森林工芸館と中部森林管理署の間） 

対対対対    象象象象  置戸町民である中学生以上（ただし、中学生は保護者同伴とする） 

定定定定    員員員員  １０名（各回） 

内内内内    容容容容  １回目は「かんな削り箸」を作ります。 

小さい豆かんなで自分好みの「箸」を作ってみませんか？ 

※ 第２回・第３回目の内容はお楽しみに。もしかしたら「箸」かも？ 

参加費参加費参加費参加費  ５００円（材料代、保険代等） 

申申申申    込込込込   第１回目（６月１９日）の申し込みは６月１７日（火） 

までに森林工芸館（TEL52－3170）へ。 

定員になり次第、締め切ります。 

      第２回・第３回目はあらためてお知らせします。 
 

 

 

   
 

３ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 １７ 

（火） 

置戸中学級文庫 15：35 

４ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・広中・笛田・中井・

上野） 

１８ 

（水） 

秋田市街 14：30 

５ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00  １９ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

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 

２０ 

（金） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

北光：城岡 16：30 

豊住：中澤 16：45 

境野公民館 17：00 

１０ 

（火） 

置戸小４・５・６年 15：00 

常盤：工藤 16：45 

２４ 

（火） 

置戸小４・５・６年 15：00 

１２ 

(木) 

置戸小１・２・３年 14：10 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40  

幸岡 17：00（井上・井上） 

２５ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

１３ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：45 

くるみの会 16：00 

２７ 

（金） 

くるみの会書架入れ替え 14：00 

 

「「「「    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■あひるの手紙（朽木祥）きょうから飛べるよ（小手鞠るい） 

■一般書■週末は田舎暮らし（馬場未織）鳩居堂のはがき花暦（鳩居堂） 

よく分かる炭の力（杉浦銀治）アメリカのめっちゃスゴい女性たち（町山智浩） 

魅力ある地域を興す女性たち（小川理恵） 

■読み物■エウレカの確率（石川智健）蔦重の教え（車浮代）スタンダップダブル（小路幸也） 


