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９月の休館日情報 
 

・中央公民館 9/1,8,14,21,29 

･秋田地区 9/1,7,8,15,16,21,22,23,28,29 

・境野・勝山公民館 9/1,7,8,14,16,21,22,23,28,29 

・生涯学習情報センタ-9/1,8,15,16,22～30 

・スポーツセンター9/1,8,15,23,29 

    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 

 

 

 

 

 
 

札幌学院大学考古学実習 

太古の勝山に新事実！！湿地帯か湖の可能性も・・・ 
 

札幌学院大学（鶴丸俊明学長）の考古学実習

が５年目を迎え、勝山神社境内の発掘実習も３

年目となる今年の実習が８月１１日から１８

日に鶴丸学長の指導の元で教員・学生あわせて

２２名で行われました。 

一週間の実習期間、天候にも恵まれ順調に作

業が進み、例年より多い７００点あまりの遺物

を発掘できました。また、２ｍほど地層を掘り

下げた結果、年代はこれから大学に持ち帰り試

料（土壌など）の分析が待たれますが太古に湿

地帯か湖などの可能性があることが判明しま

した。 

勝山神社は比較的高い場所ですが、太古には勝山地区全体、あるいは置戸全体が釧路湿原のよ

うな場所だったのかもしれません。 

札幌学院大学とは、平成２４年度に地域交流協定を結んでいますが、今回の考古学実習でも現

場に多くの町民が見学に訪れ学生と談笑したり、勝山地区の盆踊りに参加して盛り上げてもらい

ました。また、勝山地区と学生との交流会も行われました。 

大学との地域交流は、考古学実習の他に社会学ゼミが２年続けてオケクラフトに関する調査を

１１月に予定しています。今後さらに大学の専門性を活かして置戸町の活性化につながる連携事

業が増えることが期待されています。９月１９日には、協定締結を記念して「講演と音楽の夕べ」

が開催され、鶴丸学長の講演などが予定されています。 
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札幌学院大学・置戸町地域交流協定締結記念 
 

講演と音楽の夕べ 9 月 19 日（金） 
 

札響コンサートマスターとして活躍の大平まゆみ

さんの素敵なヴァイオリン演奏と鶴丸学長の面白い

講演で二倍の感動。入場無料。 

多くの来場をお待ちしています。 
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☆☆☆☆古本市古本市古本市古本市（（（（ロビーロビーロビーロビー）））） 
  

本・雑誌・絵本など１冊 

３０円です。売上は全額 

図書資料整備基金に寄贈 

され、今後の図書購入 

費の一部とさせていただきます。 
 

☆☆☆☆音楽音楽音楽音楽とととと憩憩憩憩いのいのいのいのコーナーコーナーコーナーコーナー 

（暖炉前） 
 

１０時３０分～  

コーラス「そよかぜ」 

１１時１５分～  

置中リコーダー部 

１３時００分～ 

 似顔絵ショー 

「北の似顔絵屋さん」のみやまひろおさん（網走在

住）がモデル役の４人の似顔絵を描いてくれます。 

１３時３０分～ みやまさんの似顔絵早描き 

（先着定員１５名まで） 
 

☆☆☆☆わんぱくわんぱくわんぱくわんぱくコーナーコーナーコーナーコーナー 

（集会室） 
 

１０時～１２時 

 図書館ボランティア 

「こだま」のみなさんと、 

おもいっきり遊びましょう。 
 

☆☆☆☆体験体験体験体験ブッブッブッブッカーカーカーカーかけかけかけかけ 

（カウンター前） 
           

好きなご自分の本を２冊 

おもちください。 

センター職員がお手伝い 

します。 
 

※ 今年のランチタイムレストランは休止いたします。 

    

読書とコーヒーで豊かな午後のひとときを 

キッチン木の実喫茶コーナー  
 

毎週土曜日午後１時から情報セン

ター集会室もしくはロビーで開店し

ています。ご利用ください。 

（９月６日（土）はセンターまつりの

ためお休みします） 
 

    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    

    
    
     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    
   

 

        

とととと    きききき    ９月６日（土）  
午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～午後午後午後午後２２２２時時時時３０３０３０３０分分分分 

ところところところところ    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 

★主主主主なななな内容内容内容内容    
 

 

情報センターでは、 

所蔵している本などの 

資料の総点検と、パソコンシステム更新 

のため９月２２日（月）から３０日（火）まで 

休館いたします。 

１０月１日（水）から新しいパソコンシス 

テムでみなさんをお出迎えします。 

よろしくお願いします。 

９月のおはなしかいとこどもシアター  
 

☆☆☆☆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 ９月１３日（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 ９月２０日（土）午前１１時から 

ところ 集会室 

９月２２日(月)から３０日（火）まで 

 

 

 

 

※※※※返却返却返却返却をおをおをおをお忘忘忘忘れのれのれのれの本本本本はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか    
    

 ついうっかり、貸出期限の過ぎてい

る本はありませんか？蔵書点検前に

返却をお願いします。 

 

  

 

 

    

『『『『ミニミニミニミニ古本市古本市古本市古本市』』』』  
センターまつりの後も、ミニ古本市を

実施します。 
  

期間 ９月７日（日）～１４日（日） 

会場 集会室 

 

「蔵書点検およびパソコン 
 
システム更新による休館」 

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    
 

休館休館休館休館    
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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    
 

２０１４町民サイクル駅伝競走大会参加者募集 
 

日 時 ９月２８日（日）少雨決行           

    ８時受付開始 ８時４０分開会式 ９時３０分競技開始 
 

コース スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース 

    （１チーム５人編成 コースを１人１周して総合タイムを競います。） 
 

部 門 一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門 
 

表 彰 部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰 
 

申し込み、問い合わせ 

   教育委員会 社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５） 

   ※参加申込は９月１８日（木）締切です。  

   ※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。 

 
 

 

第１７回おけとウルトラパークゴルフ大会 参加者募集！ 
 

日 時 《１日目》１０月４日（土）９時３０分受付開始 １１時３０分開会式 

    《２日目》１０月５日（日）９時競技開始   【少雨決行】 
 

会 場 おけとパークゴルフ場 
 

部 門 ①一般男子の部（年齢制限なし） 

    ②シニア男子の部（１０月４日時点で６５歳以上） 

    ③女子の部 

    各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー 

    （５コース４５ホールを２日間） 
 

表 彰 内閣総理大臣賞（一般男子の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか 

    各部門上位入賞者及びホールインワン賞、ラッキー賞等 賞品多数 
 

申し込み、問合せ 

    大会実行委員会へ９月１８日（木）までに大会参加料２，０００円を添えて 

    申し込みください。 

    詳しくは、教育委員会 社会教育課（電話：52-3075）へご連絡ください。 
 

 

水泳教室プールに歓声響く！ 
 

短い夏に水泳が上手になりたい子どもたち 

３３名が参加してくれました。指導者の熱心な

指導に最初はプールで顔付けもできなかった子

が最終日には元気にビート板を使って泳げるよ

うになった子もいました。 

残念ながら昨年のジュニア水泳大会の参加者

が２０名を切り、今年も回復が見られないこと

からジュニア水泳大会は開催されません。 

今年のプール開設期間も８月一杯で終了しますが、来年以降も学校の授業だけではなく夏休み

や土日に、できるだけプールで遊んだり、水泳教室に参加していただきたいと思います。 
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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    

２つの芸術鑑賞事業のご案内 

～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます～ 

中央公民館では､こどもセンターどんぐり・置戸小学校と協力して､芸術鑑賞事業を実施します。

参加は無料です。当日時間までに､各会場へお越しください。 
 

◎人形劇団ポポロ「三びきのやぎのガラガラドン」 

と き  ９月４日(木)  午前１０時より５０分 

ところ   こどもセンターどんぐり 

内 容  ・歌あそび(ポエムポエム)・絵本でおなじみ､ノルウェーの昔話 
 

◎劇団みんわ座・影絵人形劇「白いりゅう 黒いりゅう」 

「とべないホタル」「だるま夜ばなし」 

と き  ９月９日(火)  午前１０時３５分より約９０分 

ところ   置戸小学校体育館 

内 容  ・中国少数民族の民話をもとにしたお話 

・小沢昭巳氏原作の感動の友情物語 

    ～色とりどりの光が創造する世界を､大迫力のスクリーンで！  
 
 

第４４回おけと子ども七夕まつり 

～会場変更も子どもたちの「笑顔」輝く♪～ 
 

今年も８月７日（木）に「おけと子ども七夕まつり」が中央公民館

で開催されました。 

今年は、早朝から悪天候が予想され、会場をぽっぽ裏イベント広場

から中央公民館に変更しましたが、例年と変わらず子どもたちの「笑

顔」をたくさん見ることができました。とくに恒例のもちまきやたく

さんの縁日・出店では、会場に来ていた子どもたち全員が最後まで楽

しんでいました。 

なかでも、昨年に引き続き、置戸産のじゃがいもを使ったフライド

ポテトは大人気で、「とてもおいしい」など嬉しい声を聞くことがで

きました。最初から最後までポテトを揚げてくださった小学校 PTA と

協力いただいたボランティアのみなさん、どうもありがとうございま

した。 

また、今年も大通り商店街協力の「ローソ

ク出せ」では手作りの空き缶ちょうちんを片

手に七夕の伝統行事を体験しました。最後は、

置戸の子どもたちに地元で花火を見せてあげ

たいと大勢の方にご協力いただいた打ち上げ

花火でおけと子ども七夕まつりを満喫しまし

た。 

最後になりましたが、たくさんの方々の協

力のもと盛大にイベントを終了することがで

きました。ご協力いただきました皆様に心よ

り御礼申し上げます。 
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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    
 

ふるさと交流事業「ふるさと体験ツアー」 

多摩っ子田舎暮らしを体験！！ 
 

多摩市永山地区の子ど

もたち８名が７月２４日

～７月３０日の６泊７日

間「ふるさと体験ツアー」

に参加し、置戸町を訪れ

ました。 

女満別空港に到着し、

子どもたちからの第一声

は「暑い！！！」。それ

もそのはず、この日は３

４℃まで気温が上がり、

想像していた北海道とは

少し違ったようでした。 

空港から置戸町に移動

し、ホストファミリーと

対面する「歓迎交流会」

では、やはり緊張していた模様。ですが、団長の鈴木さんから「１週間よろしくお願いします」

と大きな声で挨拶があり、お世話になるホストファミリーとの交流を深めていました。 

期間中は、「マイ箸づくり・そば打ち・パークゴルフ・水辺生態観察」など様々な体験をしま

した。とくに「農業体験」では、豊住の中澤家・森脇家で「玉ねぎ・じゃがいも」掘りを体験し

て、袋いっぱいに収穫しました。収穫した野菜は、食改さんと一緒に作った「手作りピザ」の材

料としても使うことができ、子どもたちは大満足でした。その他にも「置戸地区子ども会の夏季

事業」に参加し、置戸町の子どもたちとの交流を深めることができました。 

１週間通して、子どもたちからは「ホームステイが楽しかった」「もっと置戸町にいたかった」

などホストファミリー・置戸町での思い出が心に残ったようでした。最後になりましたが、ご協

力いただいた多くの皆様に、紙面を借りてお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

今年も健康と長寿を祝う集いが各地区ごとに開催されます 

9/14（日）午前 10 時～秋田地区 

9/15（月）午前 10 時～境野・置戸・勝山地区 
※ 該当者の皆さんには個別にご案内をいたします。開会はそれぞれ午前１０時です。 
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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    
 

 １９８０年（昭和５５年）、第２次置戸町総合計画が策定されました。これを受けて教育委員

会は第３次社会教育５ケ年計画を策定し、その中で「地域の活力を高める生産教育」をスタート

させました。 

「地場資源の付加価値を高める生産教育の推進を図る」を最重点目標に掲げ、同年５月、置戸町

が木材の町であるということを再認識して、生活の場にもっと木を取り入れようと毎月１８日を

『木に親しむ日』としました。 

 図書館には木に関する専用書架が開設され、公民館事業では、木工に関するテーマが組み込ま

れ、さらには木工工作教室の開設など、木工に取り組む多くの町民の姿が見られました。 

その後、空き家住宅を『ぶきっちょの家』と名づけて木工作業活動が始まり、ガッポ（空洞木）

を活用した木製遊具の製作などに発展しました。 

 １９８３年（昭和５８年）、オケクラフトが誕生して以来、３０年が経過しました。人口減少

や少子高齢化、材料の調達や作り手育成など、当時とは比べものにならないくらいオケクラフト

を取り巻く環境はめまぐるしく変わっています。 

 当たり前のように普段の生活で目にするようにな

ったオケクラフト、近すぎて気づかなくなっていた

「木の美しさ」「木のぬくもり」「木の持つすばら

しさ」を再認識してもらおうと、誕生から３１年目

を迎えた今年、毎月第３木曜日に「木に親しむ日の

木工教室」を開催してきました。３回の開催ではあ

りましたが、手道具を使ったモノづくりを通じて秋

岡思想である五感を使ってのモノづくりを楽しんで

いただけたと思います。 

    
    

 

 
 

２ 

（火） 

置戸小４・５・６年 15：00 １１

（木） 

北光：森 16：20 

雄勝：小木 16：40 

幸岡 17：00（井上・井上） 

３ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 

１２

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

置戸小４・５・６年 15：15 

くるみの会 16：30 

４ 

（木） 

拓実：渡辺 16：00 １７

（水） 

くるみの会書架入替 14：00 

５ 

（金） 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

１８ 

（木） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

９ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 

常盤：工藤 16：45 

１０

(水) 

秋田市街 14：30 

置戸中学級文庫 15：35 

１９ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

北光：城岡 16：30 

豊住：中沢 16：45 

境野公民館 17：00 

 

「「「「    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■雑木林の一年（向田智也）ブルーとオレンジ（福田隆浩） 

■一般書■未来のだるまちゃんへ（かこさとし）家族で獲った銀メダル（葛西紀明）北垣国道の

生涯と龍馬の影（北国諒星）国と世紀を変えた愛（富永孝子）地震予知の幻想（黒沢大陸） 

■読み物■ゼロの迎撃（安生正）松姫はゆく（仁志耕一郎）つばき（山本一力） 


