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10 月の休館日情報 
 

・中央公民館 10/6,13,19,27 

・地区公民館 10/5,6,12,13,19,20,26,27 

・生涯学習情報センタ10/6,13,14,20,27,30 

・スポーツセンター10/6,13,20,27 

    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 

 

 

 

 

 
 

 

健康と長寿を祝う集い～いつまでも元気で～ 
 

置戸町の発展を支えてくださった皆様をね

ぎらい敬うため、秋田では９月１４日（日）、

境野・置戸・勝山地区では９月１５日（月）

に「健康と長寿を祝う集い」を開催しました。 

 対象者は、今年度で満７５歳以上の方で置

戸町全体では６６７名（前年６５５名）でし

た。当日の参加者は、秋田地区が２８名、境

野地区が６４名、置戸地区が２２２名、勝山

地区が５３名で、数え８０歳を迎える３３名

の方が置戸町から長寿記念品を贈られました。 
 

各会場では、井上町長や佐藤町議会議長な

ど多くの来賓を迎え、和やかに交流をして、

キッズダンスチームや町内で活躍される方々

による舞台発表など各地区の特色あるプログ

ラムが続き、参加者を大いに楽しませていま

した。とくに長寿のみなさんは、子どもたち

の出演にやさしい笑顔で声援を送っていまし

た。 
 

置戸町では、公民館事業として地域の皆さ

んや各団体、公民館運営審議会委員の協力で

「健康と長寿を祝う集い」を開催しています。 

来年も多くの皆さまにお集まりいただき楽

しいひと時を過せるよう実施していきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

第５5 号 

H2６.10.1 
 

発行 

置戸町教育委員会 

（社会教育課） 

TEL52-3075 
土 筆 

佐久間中央公民館長のあいさつ 

かわいいキッズダンスチームのチアダンス 

（上）楽しく交流する参加者の皆さん 

（右）キッズダンスの保護者がたくさん 

応援にきてくれました 
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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    
 

秋の読書週間事業        【作品募集は１０月２1 日から１１月２3 日】 
 

 

      

   

 

情報センターでは、今年も読書週間に合わせて本

と読書に関係する様々な作品を募集しています。 

ジャンルは下記の４部門です。ご応募いただいた

作品の審査は行わず１２月２４日まですべての作品

を展示し、来館者にご覧いただきます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

☆☆☆☆募集部門募集部門募集部門募集部門    

１）私のおすすめ本紹介 

 （書評風に、もしくは本の「帯」を書く気持ちで） 
 

２）本・絵本の主人公や作者への手紙 

 （心に残った本の登場人物やそのお話を書いた作

者にあてて） 
 

３）視写（書き写し） 

 （本の中の気に入ったフレーズ・感動した文章を

そのまま書き写して） 
 

４）心に残った場面を、絵や詩、短歌、俳句、川柳

等で表現（感想画・感想俳句・感想川柳など） 
 

※いずれもどの本かわかるよう題名・作者・出版社

を明記してください。 
 

※各部門ひとり一作品とし、全ての部門でも一部門

を選ばれて参加されても自由です。 

☆☆☆☆様式様式様式様式などなどなどなど    

 手書きを原則とします。用紙は、原稿

用紙、色紙、画用紙など自由です。 

 また、筆記用具は、えんぴつ以外の筆

やサインペン・クレヨン・絵の具、何で

もかまいません。 
 

☆☆☆☆応募資格応募資格応募資格応募資格    

 特にありません。関心のある方ならど

なたでも応募できます。 
 

☆☆☆☆応応応応募期間募期間募期間募期間    

 １０月２１日（火）から１１月２３日

（日）までの間に生涯学習情報センター

へ届けてください。 
 

☆☆☆☆作品発表作品発表作品発表作品発表とととと賞賞賞賞    

 作品は、１２月２４日までセンター内

に展示いたします。審査は行わず、応募

いただいた方全員に参加記念品をお贈

りします。 

☆☆☆☆応募応募応募応募のきまりのきまりのきまりのきまり    

どんぐり幼年消防クラブ防火絵画展 
 

子どもセンターどんぐりの“幼年消防クラブ”のみなさん

が一生懸命に描いてくれた防火ポスターを展示します。 
 

期期期期    間間間間        １０１０１０１０月月月月 22222222 日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～３１３１３１３１日日日日（（（（金金金金））））    

場場場場    所所所所        情報情報情報情報センターセンターセンターセンター集会室集会室集会室集会室    

 

☆☆☆☆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 １０月４日（土） 

午前１１時から 
 

☆☆☆☆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 １０月１８日（土） 

午前１１時から 

セピアは語る ～１枚の写真からタイムスリップ（おけと百周年記念事業） 
 

１枚の写真から、当時の置戸を考え、振り返ります。第１回目は昭和３０年代中頃の駅周辺の

写真です。一緒に当時の置戸を語り合いませんか。 
 

期日期日期日期日：：：：１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日（（（（日日日日））））午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時～～～～            会場会場会場会場：：：：情報情報情報情報センターセンターセンターセンター集会室集会室集会室集会室    

主催主催主催主催：「：「：「：「写真写真写真写真をををを語語語語るるるる会会会会」」」」世話人会世話人会世話人会世話人会    高橋和夫高橋和夫高橋和夫高橋和夫、、、、山本勲山本勲山本勲山本勲、、、、矢崎秀人矢崎秀人矢崎秀人矢崎秀人、、、、堀合宣昭堀合宣昭堀合宣昭堀合宣昭さんさんさんさん 
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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    
 

料理の楽しさを知ろう！！～若者向け「料理教室」～ 
 

若い人たちにもっと料理の楽しさを知ってもらうため「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“ドライカレー”を作りましょう。 
 

◆と き １０１０１０１０月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（水水水水）））） １８：３０～ ２時間程度 
 

  ◆場 所 中央公民館 調理実習室 
 

◆対 象 置戸町在住・在勤の方 
 

◆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 １０月２１日（火）までに 

中央公民館へ（電話 52－3075 ＦＡＸ52－3169） 

 
 

中央公民館ニット教室 

「手編みの室内履きで暖かい冬を」ご案内 
 
だんだん寒くなるこの時期。足元を暖かくする室内履きを作ります。 

初心者でも大丈夫。平編みを編んで､最後にとじ合わせて完成させます。 

お家で眠っている毛糸を活用して､あなただけの１足を作ってみませんか。 
 

と き ：  １０１０１０１０月月月月９９９９日日日日((((木木木木)))) １３:３０～１６:３０ 

ところ ：  中央公民館ロビー 

定 員 ：  １０人        

参加費 ： 毛糸持参の場合は無料 

※希望者には並太の糸(１５０ｇ３２０ｍ)１２００円を用意します。 

持ち物 ： ◉毛糸約１００ｇ 

（極太なら１本､並太なら２～３本どり､中細なら４本どり） 

 ◉ゲージに適したサイズの棒針２本（ひと組） 

        ＊ゲージ：メリヤス編み１３～１５目／１０ｃｍ 

◉目数リング２個 ・とじ針 

サイズ ： 女性用Ｍ～Ｌ（男性用ご希望の方はご相談ください） 

講 師 ： 長谷川 ゆかりさん（中央） 

申 込 ：  ６日(月)までに中央公民館へ(tel.52-3075) 

 

 文化の秋 町民文化祭の秋（お知らせ） 
  

 展示発表 10 月 28 日（火）～11 月 9 日（日） 
  

 舞台発表 11 月 3 日（月・文化の日）10:00～ 

      そば、うどんのバザーも 
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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    
 

   ～ 町民文化祭の“新企画”にぜひご参加を！！ ～ 

あなたのお気に入り＆とっておきの写真を 

           町民文化祭で披露してくれませんか 
今年度の新企画として､町民の皆さんの

「家族の写真」または「置戸町内のお気に入

りの風景」を募集します。 

「家族」とは､子どもさんやお孫さんはも

ちろん､家族の一員のペットもＯＫです。 

下記要領により､皆さんのとっておきの 1

枚を､ぜひともご披露ください。 
 
 

【応募にあたって…】 

◎応募期間 １０月７日(火)～２３日(木) 

中央公民館事務室までご持参ください 
 

・写真には「タイトル」をつけてください 

（写っている方の名前やニックネーム､風景ならどこの場所か､など） 

・おひとり １枚とします 

・サイズは Ｌ判以上のプリントしたもの（カラー･白黒どちらも可、データ持ち込みは不可） 

・展示期間 １０月２８日(火)～１１月９日(日) （中央公民館内） 

・写真の裏面に､応募者の住所・氏名・電話番号をご記入ください 

・写真の返却は､手渡しを原則とします（郵送はいたしません）。 

展示片付け作業の１１月１０日(月)午後１時３０分以降､１１月２０日(木)までにお引き取

りをお願いします。 

 ・詳細のお問い合わせは中央公民館へ（52－3075） 

 

小学校芸術鑑賞公演 劇団「みんわ座」 
 

きれいな影絵人形劇に小学生感激！！ 

劇団みんわ座は、東京を拠点に学校公演で全国をまわっ

ています。置戸では、今回が８年ぶり３回目の公演で、代

表作品の「白いりゅう 黒いりゅう」をはじめ「とべない

ホタル」、「だるま夜ばなし」の３作品を演じました。 

 終演後は、舞台裏の見学をさせてもらい、たくさんの機

械や舞台道具にまた驚いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

こどもたちの感想 
 

・「白いりゅう 黒いりゅう」は、迫力があって 

すごかったです。また観たいです。 

・「とべないホタル」は、自分が飛べないのに 

必死でなかまに危険を知らせるホタルに感動。 

・「だるま夜ばなし」は、面白かった。 
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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    
 

ファミリー登山 黒岳 紅葉見ごろ 
 

昨年、雨で中止となった黒岳に再挑戦、２０名で頂上をめざ

しました。まずまずの天候で、参加者も美しい紅葉の見ごろを

満喫しました。朝７時に中央公民館前を福祉バスで出発し、黒

岳ロープーウエイ、リフトを乗り継ぎ 7合目から頂上まで約 1

時間５０分の登りを爽やかな汗をかきながら登山を楽しみま

した。 

この日は、登山日和のため流行の山ガール（登山を楽しむ若

い女性）をはじめ多くの登山客で賑わい、早い時間に上った登

山者の下山と重なりあいさつをかわしながら進みました。 

頂上では、休憩をかねて美味しいランチタイムを楽しみまし

た。あいにくの霧のため大雪山系の雄大なパノラマを見ること

は叶いませんでしたが、帰りには温泉にも入り楽しい一日を過

ごしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 第 29 回秋季町民ミニバレーボール大会参加チーム募集 
 

日 時 女子の部：11 月７日から毎週金曜（12 月上旬終了予定） 
     

混合の部：11 月 5 日から毎週水曜（    〃    ） 

          午後７時試合開始、９時終了予定 
     

監督会議：10 月 24 日（金） 

午後７時からスポーツセンター会議室 

 

※ 大会日程等詳細は、監督会議で決定します。 

※ ルール確認、組合せ抽選がありますので必ずご出席ください。 
 

場 所 スポーツセンターアリーナ 
 

参 加 町内に居住している又は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～コート内に男性は２名まで 
 

参加費 １チーム １，０００円 
 

申 込 10101010 月月月月 2222１１１１日日日日（（（（火火火火））））までにまでにまでにまでに参加費参加費参加費参加費をそえてをそえてをそえてをそえて社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課（中央公民館内 電話 52-3075）へ 
 

※ 準備の関係上、必ず期限内にお申し込みください。 
 

※ 申込用紙は、スポーツセンター・中央公民館にあります。 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

日本の手仕事道具－秋岡コレクション－  企画展 第 23 集 

「「「「墨墨墨墨    掛掛掛掛    道道道道    具具具具    とととと    罫罫罫罫    引引引引    類類類類    －－－－    職人職人職人職人のののの技量技量技量技量がみえるがみえるがみえるがみえる道具類道具類道具類道具類    －－－－    」」」」 
   

と き：１０１０１０１０月月月月    １１１１日日日日（（（（水水水水）～）～）～）～１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月////祝祝祝祝）））） 
午前１０時から午後４時まで  

（月・火休館、１０／１３、１１／３・２４は開館）  
 

ところ：どま工房 
 

これまでどま工房では、期間展示という形で３回にわたり「墨付道具と罫引類」についての展

示を行ってきました。今回のどま工房企画展では、この期間展示の集大成として、これまでに展

示してきた道具類を一挙に展示します。 

また、１１月２２日(土)と２３日(日)には墨付道具の一種である筋罫引で墨付体験をし、その

墨をもとにしたトレイづくりを予定しています。普段使うことの出来ない道具を使って、モノづ

くりの体験をしてみましょう！(モノづくりの詳細については再度お知らせいたします。) 
  

(上の写真は、これま

での期間展示の様子

です。左から「墨掛道

具 其の一、其の二、

罫引類」) 

    
    
    

    

 

 
 

１ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

２ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

拓実：渡辺 16：00 

１６

（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） 

３ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：45 １７ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

７ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15:30 

常盤：工藤 16：45 

２３ 

（木） 

置戸中学級文庫 15：35 

８ 

（水） 

常盤 16：00 

（葛葉・笛田・中井・上野） 

２４ 

（金） 

くるみの会書架入替 14：00 

北光：城岡 16：30 

豊住：中沢 16：45 

境野公民館 17：00 

９ 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

くるみの会 16：30 

２８ 

（火） 

どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１０

（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 

２９ 

（水） 

置戸小ふくろう文庫 15：00 

１５

（水） 

秋田市街 14：30 ３１ 

（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■光と音のない世界で（池田まき子）白い自転車、おいかけて（松井ラフ） 

■一般書■規制改革会議の「農業改革」２０氏の意見（農文協）エイジング加工の家具と雑貨（伊

波栄吉）ロボコン（ニール・バスコム）食べもので「体の不調」を治す本（山本竜隆・石部晃子）

竹かご編みの技法書（竹かご会） 

■読み物■枯野光（池田久輝）恋する狐（折口 真喜子）ねじまき片想い（柚木麻子） 


