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8 月の休館日情報 
 

・中央公民館 8/4,11,17,25 

・地区公民館 8/3,4,１0,11,17,18,24,25,31 

・生涯学習情報センタ-8/4,11,18,25,28 

・スポーツセンター8/4,11,18,25 

    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 

 

 

 

 

 
 

百聞は一見にしかず！！ 

町づくり青年国内研修 参加者大募集！！ 
 

２年ぶりに訓子府町と合同で「まちづくり青年国内研修」の参加者を募集します。 

７月１８日に行われた坂本登氏講演会でも、町を外から観ること、町から出て外を観ること、 

そして町外の人々と交流し、知恵をお借りすることが大切だとお話されました。 

仕事や団体などの活動が忙しいため研修にいけないと思っているアナタ。行くのは今ですよ。 
 

 

目  的：２町の青年がまちづくりや産業の国内先進地を訪れ、さまざまなことを学び、研修先 

の人々との交流を通じて、まちづくりや産業振興を担う地域リーダーを養成します。 
 

と き：平成２６年１１月から平成２７年２月までのうち４日間程度 
 

行き先・内容：参加者で話し合い企画します。（教育委員会は情報提供や相談支援します） 
 

参加対象：置戸町に在住している青年（概ね４０歳まで）で地域活動のリーダー及び 

研修後の地域活動が期待できる方。 
 

定   員：２人 ＋ 役場若手職員 1名 
 

参加経費：参加者については、町から１人あたり１５万円を限度に助成されます。 

      （飲食代については、実費になります） 
 

事前・事後研修：事前研修（４回程度）、事後研修を予定しています。 
 

申込期限：８月１５日（金）１７：００までに中央公民館内社会教育課へ 

ＴＥＬ：５２－３０７５、ＦＡＸ：５２－３１６９ 
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ふるさとまつりのお知らせ！！ 
今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますの

で、親子でのご参加をお待ちしております。 
 

秋田地区子ども七夕まつり＆盆踊り   ８月１３日（水）１３：３０～ 

境野地区子ども夏まつり ＆盆踊り   ８月１４日（木）１５：３０～ 

置戸地区子ども七夕まつり    ８月 ７日（木）１６：００～ 

勝山地区親子ふれあいまつり＆盆踊り ８月１４日（木）１６：００～ 

札幌学院大学の考古学実習はじまる！！ 
８月１１日（月）～８月１８日（月）まで、 

札幌学院大学の学生が発掘調査の実習で勝山 

地区にお世話になります。 

勝山地区のみなさん、置戸町のみなさん 

１週間学生さんをよろしくお願いします。 
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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    

    
  

 

 
 

今年の伝承遊びコーナーのけん玉、こま回し、 

大なわとびは大会としてきょうそうします。 

ふるって参加してください。 

むかしながらのあそびもじゅんびしています。 
 

にちじにちじにちじにちじ    ８８８８月月月月７７７７日日日日((((木木木木))))    午後午後午後午後４４４４時時時時３３３３００００分分分分からからからから    

ばしょばしょばしょばしょ    ぽっぽぽっぽぽっぽぽっぽ    イベントイベントイベントイベントひろばひろばひろばひろば    
  

 

 

 

    

 
    

 

 

 七夕かざりをしましょう                     
             

情報センターロビーよこのテラス 

に柳をそなえつけています。短冊 

（たんざく）などもたくさん用意 

していますので、願いごとを書いて 

かざってくださいね。 
      

８８８８月月月月７７７７日日日日午後午後午後午後３３３３時時時時までまでまでまで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にてにてにてにて                                                                                                        
                                                

※※※※８８８８月月月月７７７７日日日日はははは午後午後午後午後８８８８時時時時までまでまでまで開館開館開館開館していますしていますしていますしています    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

子子子子どもどもどもども七夕七夕七夕七夕まつりまつりまつりまつり 

伝承遊伝承遊伝承遊伝承遊びびびびをやりますをやりますをやりますをやります    

８月のおはなしかいとこどもシアター 
 

☆おはなしかい 
にちじ ８月 ２日（土） 

午前１１時００分から 

ばしょ おはなしコーナー 

 

☆こどもシアター 
にちじ ８月１６日（土） 

午前１１時００分 

ばしょ 集会室 

 

９月６日（土）午前１０時から開催予定です 
情報センターまつり 

 

古本市、わんぱくコーナーなどいろいろ

な企画を準備しています。（詳しい内容は

９月の「つくし」でお知らせいたします）

たくさんの方のおいでをお待ちします。 

お楽しみにしてください。 

   

キッチン木の実情報センター喫茶コーナー 
８月９日、２３日、３０日土曜日午後１時から情報センターロビーで開店しています。 

ぜひご利用ください。（日程・時間の変更がある場合はご了承ください） 

 

 

 

置戸の赤ちゃんに 

絵本を読む幸せを 
～ファーストブックプレゼント～   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置戸の赤ちゃんに絵本を贈るファースト

ブックプレゼント事業ですが、７月２２日、

「どんぐり」を会場に平野教育長より絵本

が手渡されました。今回の対象は７人の赤

ちゃんです。 

絵本を通じて心が健康に発達するといい

ですね。 

情報センターは、約１万３千冊の絵本を

所蔵しています。親子でご利用ください。 

 

蔵書点検蔵書点検蔵書点検蔵書点検ととととパソコンパソコンパソコンパソコン入入入入れれれれ替替替替ええええ作業作業作業作業のたのたのたのた

めめめめ休館休館休館休館いたしますいたしますいたしますいたします    
        

期間期間期間期間    ９９９９月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））    
    

年１回の本の総点検とパソコンシステム入

れ替え作業のために休館します。ご迷惑をおか

けしますがご理解のほど願いします。 
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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    
 

最もポピュラーな大雪山系の山へ 「黒岳～黒岳石室コース」 

～２０１４ファミリーハイキング 参加者募集～ 
 今年のファミリーハイキングは、上川町層雲峡から黒岳に登ります。黒岳は標高 1,984ｍと北

海道の中では比較的高い標高を誇りますが、今回は登山口から７合目までロープウェーとリフト

を利用します。黒岳頂上を経て黒岳石室に到る往復３時間３０分程度の歩行時間です。大雪山の

庭、お鉢平の大パノラマを一緒に楽しみませんか？ 

 

日 時 9999 月月月月７７７７日日日日（（（（日日日日）））） 少雨決行 午前 7時  

中央公民館集合（午後 4時に公民館帰着予定） 

行き先 黒黒黒黒    岳岳岳岳（上川町）  

対 象 小学校 3年生以上 （小学生は保護者同伴） 

定 員 ３５名 

申込み 8 月２０日（水）までに社会教育課へお申込みください。 

 中央公民館（バス）～層雲峡～ロープウェー・リフト（7合目）～黒岳山頂 

行 程 黒岳石室（昼食）～黒岳山頂～（7合目）リフト・ロープウェー～層雲峡（入浴タイム）

～中央公民館 
 

 ＜持ち物＞ 
 ・山歩きに適した服装（帽子、長袖、長ズボン等）、登山靴または運動靴、防寒着、 

  手袋（軍手）、着替え、タオル、雨カッパ、（傘は不可）、リュックサック、お弁当、 

  飲み物（水筒）、入浴道具 

 ※入浴道具はバスの中に置いて出発します。 

 ※登山靴等につけるスパッツがあれば、小石が入らず便利です。 

  

＜参加者負担料金等＞ 

 ・ロープウェー（大人往復 1,950 円 子ども往復 1,000 円） 

 ・リフト   （大人往復 600 円  子ども往復 400 円） 

 ・旅行傷害保険 1 人 １０４円    

※黒岳石室にトイレはありますが、バイオトイレで 200 円使用料がかかります。 

※乗り物の料金は 10 名以上の申込みがあった場合、団体割引があります。 

※入浴料 参考 黒岳の湯 大人 600 円 子ども 300 円 

※それぞれ当日徴収いたしますので釣銭のいらぬよう御準備ください。 
  

 

    ラジオラジオラジオラジオ体操体操体操体操にににに参加参加参加参加しましょうしましょうしましょうしましょう！！！！        
 

今年も小学校の夏休み中に子ども会などによるラジオ体操が行われます。 

暑い夏の一日を、涼しい早朝のラジオ体操からはじめてみませんか？ 

下記の各会場で午前６時３０分から始まります。 

どなたでも自由に参加できます。 

 

置戸中央公民館前 ７月２９日（火）～８月 １日（金）  

                ８月 ４日（月）～８月 ８日（金） 

境野公民館       ７月２６日（土）～８月 ２日（土） 

旧境野小学校グラウンド ７月２６日（土）～８月 ２日（土） 
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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    
 

町老連大運動会＆長寿パーティー ハッスル・ハッスル 
  
７月２日（水）に行われた町老連大運動会は、

多目的交流施設「げんき」で各老人クラブ会員 

１９２名の参加により開催されました。 

例年よりも熱戦が繰り広げられ、各クラブ優勝

を目指し、チーム一丸となり頑張り、最終競技の

五色玉入れでは同点決勝となり、参加者から歓声

があがるほど盛り上がりました。 

優勝は、勝山寿クラブが５連覇を達成し、クラ

ブの結束力を確認することができました。 

終了後は、中央公民館で長寿パーティーを開催

し、各クラブ代表の踊りやカラオケの発表と昼食を囲みながら交流を深めることができ、来年も

元気に運動会に参加しようと誓いあいながら散会となりました。 

 

置戸中学校支援事業「川の学習」 

 中学 1年生 清流「常呂川」の理解を深める 
７月１７日（木）に置戸中学校１年

生が置戸町自慢の「自然」について学

習する授業が展開されました。 

当日は NPO 法人常呂川自然学校の羽

根石氏を講師に、鹿の子ダムよりも奥

の砂防ダムで「川魚の生態調査」や水

の循環について学ぶことができました。 

川魚の生態調査では大きな「おしょ

ろこま」を見ることができ、生徒は喜

びと驚きの歓声を上げていました。 

この体験授業で置戸町の良さを十分

に感じることができ、今後も色々なこ

とを学んでほしいと思います。 

 

公民館教室のお知らせ！！ 
 

「みんなで楽しむ水辺体験教室」 
日   時：平成２６年８月３日（日） 午前８時４５分～午後１時 

集合・解散：置戸町中央公民館 

内   容：水辺の「日本ザリガニ」・「魚」の生態観察 

 

 

「手作りドライカレー教室」 
日   時：平成２６年８月１２日（火） 【午前の部】１０時から 

                     【午後の部】６時３０分から 

場   所：置戸町中央公民館 調理実習室 

内   容：ドライカレー作り 

 

※詳細は、７月号広報折り込みチラシをご確認ください。 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

 おとなもおとなもおとなもおとなも！！！！こどももこどももこどももこどもも！！！！一緒一緒一緒一緒にににに手手手手づくりづくりづくりづくり講習会講習会講習会講習会    

    

日日日日    時時時時  ８８８８月月月月９９９９日日日日（（（（土土土土）、）、）、）、１０１０１０１０日日日日（（（（日日日日））））のののの２２２２日間日間日間日間  
① 10:30～12:00 ②13:00～14:30 ③14:30～16:00 

 

場場場場    所所所所  森林工芸館  
 

講講講講    師師師師  おけと山の工房 山岡 晴美 氏 
 

定定定定    員員員員  各６名 （定員になり次第しめきります） 
 

申込申込申込申込みみみみ    森林工芸館 （ＴＥＬ５２－３１７０） まで 
 

メニューメニューメニューメニュー ✿マリーゴールドの草木染めコースター       ……１枚５００円 

     ・手織りのコースター(簡単なものから複雑なものまで)……１枚５００円 

     ・型染め(ステンシル)のコースター／ミニハンカチなど ……１枚５４０円～ 

 

※ 型染めは売り場の商品からお好きなものをお選びください。 

型は動物、お花など色々ご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

●草木染め、型染めは複数枚でもＯＫ。当日ご相談ください。 

●草木染めのみの場合、中盤３０分間は休憩になるので幼児と一緒の方にお勧めです。 

●小学校低学年以下は、必ず大人と一緒の参加となります。 

    

    

    

    

    

「「「「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（（（（第第第第３３３３回回回回））））    

とととと    きききき ８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木）））） 午後７時から午後９時 
 

ところところところところ どま工房（置戸町若木） 
 

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 
 

参加費参加費参加費参加費 ３００円（材料代、保険代等） 
 

申申申申    込込込込 ８月１９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。 

    

    

    手織手織手織手織りりりり     型染型染型染型染めめめめ        ✿✿✿✿草木染草木染草木染草木染めめめめ    
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

どま工房 期間展示「罫
け

 引
ひき

 類
るい

」 
 

期 間：8 月 18 日(月)～9 月 5 日(金)  
 

時 間：10 時～16 時(土日祝休館) 
 

場 所：どま工房 
 

どま工房では期間展示として、一回目、二回目と墨掛道具の展示を行いました。最終回となる

今回は、墨付け道具の仲間「「「「罫引類罫引類罫引類罫引類」」」」について展示を行います。罫引とは、普段の生活ではまず

目にすることのない大工道具のひとつで、墨付け作業を効率よく進めることができる道具です。 

一括りに罫引といっても、仕事に適したいくつかの形状があります。薄板を二枚に割く鎌罫引

や、鑿（のみ）の刃幅にあわせて作られている鑿罫引など。単純な構造ですが使用方法を知り、

実物をみると「なるほど」と感心してしまいます。 

興味を持った方はぜひ、どま工房までお越しください。 
 

展示品：筋罫引、鑿罫引、鎌罫引、白書 など 

 

    
    

 

 
 

１ 

（金） 

どんぐり長時間園児 15:30 

くるみの会 16：10 

２０

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

５ 

（火） 

常楽園・緑清園 13：30 

拓実：渡辺 16：00 

２１ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40 

幸岡 17：00（井上・井上） 

６ 

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00 

（葛葉・笛田・中井・上野） 

２２ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：45 

北光：城岡 16：30 

豊住：中澤 16：45 

境野公民館 17：00 

８ 

（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 

２６ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１９

（火） 

置戸中学級文庫 15：35 

常盤：工藤 16：45 

２９ 

（金） 

くるみの会文庫入れ替え 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■飛べ！風のブーメラン（山口理）夏の朝（本田昌子）■一般書■世のため人のため自

分のための地域活動（みんなで本を出そう会）あなたの１日を３時間増やす「超整理術」（高嶋

美里）大正時代の工芸教育（前崎信也）フットパスによるまちづくり（神谷由紀子）里山の野鳥

百科（大田眞也）■読み物■太陽の棘（原田マハ）帰らずの海（馳星周）ソボちゃん（有吉玉青） 

注)写真は現在展示を行って

いる「墨掛道具 其の二」の

道具類です。 

こちらは8月8日(金)まで

どま工房で展示を行ってい

ます。 


