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11 月の休館日情報 
 

・中央公民館 11/10,16,23,24 

・地区公民館 11/2,3,9,10,16,17,23,24,30 

・生涯学習情報センタ-11/3,4,10,17,23,24,27 

・スポーツセンター11/3,10,17,23,24 

    生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより生涯学習だより 

 

 

 

 

 
 

 

２０１４２０１４２０１４２０１４町民町民町民町民サイクルサイクルサイクルサイクル駅伝大会駅伝大会駅伝大会駅伝大会    新記録更新新記録更新新記録更新新記録更新    
 

９月２８日（日）開催の駅伝大会は、全１７チーム８５名のランナーが力走しました。今回の

大会は、鈴木啓太君（置戸中３年）が、昨年自身が出した記録をさらに３秒更新し、２年連続で

大会新記録更新となる歴代最速ラップ６分０７秒を記録しました。 

上位チームの結果は以下のとおりです。（敬称略） 
 

【一般の部】 

 優 勝  置戸町はしろう会 ３８分０３秒 

（北島 太、平岡 俊、佐藤政夫、長尾俊輔、箭原勝美） 

 準優勝  置小カニーズ   ３９分１７秒 

 第３位  役場走友会ＴＮＰ ３９分３１秒 

 ラップ賞 北島 太      ６分２３秒 

（一般の部新記録）（一般の部新記録）（一般の部新記録）（一般の部新記録） 
 

【中学生の部】 

 優 勝  バイエルン    ３３分３７秒 

（鈴木啓太、寺田幸広、小野寺拓海、蝦名拓武、柏原大樹） 

 準優勝  バルサ      ３７分５１秒 

 第３位  マンＵ      ３７分５７秒 

 ラップ賞 鈴木啓太      ６分０７秒 

（大会新記録（大会新記録（大会新記録（大会新記録・・・・総合ラップ賞）総合ラップ賞）総合ラップ賞）総合ラップ賞）    
 

 

【小学生の部】 

 優 勝  ＦＣレパド    ４０分５２秒 

（小嶋博幹、道原幸翼、国見楓我、北島 卓、 

稲葉竜大） 

 準優勝  スピードスター  ４３分４０秒 

 第３位  置戸ジャガーズ  ４５分２２秒 

 ラップ賞 北島 卓      ７分４５秒 

    

    

第第第第３９３９３９３９回町民文化祭回町民文化祭回町民文化祭回町民文化祭    １０月２８日（火）～１０月２８日（火）～１０月２８日（火）～１０月２８日（火）～１１月１１月１１月１１月９９９９日日日日((((日日日日))))作品展示中！作品展示中！作品展示中！作品展示中！    

舞台発表は１１月３日舞台発表は１１月３日舞台発表は１１月３日舞台発表は１１月３日((((月月月月))))午前１０時から午前１０時から午前１０時から午前１０時から    
    

今年の舞台発表は１３団体。午前の部は１０時から､午後の部は午後 1 時からです。 

町民の皆さんの日頃の活動の成果が披露されます。大勢の方に足をお運びいただけます

よう､お待ちしています。 

また、町文化連盟による表彰も行われ、文化賞に陶芸の阿部民子さん、文化奨励賞に豊

年種まき踊りの伝承で境野地区子ども会が受賞されます。 

お昼は恒例の食改さんによるうどん･そばのバザー､和室ではお茶会もあります。 

（詳しくは､（詳しくは､（詳しくは､（詳しくは､１０月２０日広報誌に折込みの１０月２０日広報誌に折込みの１０月２０日広報誌に折込みの１０月２０日広報誌に折込みの町民文化祭町民文化祭町民文化祭町民文化祭チラシをご参照ください）チラシをご参照ください）チラシをご参照ください）チラシをご参照ください）    
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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    
 

 

 

 

 

 

 
    

    
 

 

 

 

 

１年生のもんだい ヒント ４年生のもんだい ヒント 

な ん て た く さ ん い ろ い ろ な

【   】ぼくは、おどろいて

目をあけた。 

 ・・・ていわれなくても、わか

っています。【   】しない

でください。 

 

かあさ～ん、【   】もって

きて！ 

もう【   】、はけなくなっ

ちゃたけどね。 

 

２年生のもんだい ヒント ５年生のもんだい ヒント 

月の【   】のなかでおどっ

ていました。 

 下 向 き の 穴 と ち が っ て 、

【   】にならんでいます。 

 

 

町にすんだら、どんな【   】

がするものだろう。 

もとの巣箱の働きばちと、同じ

花から【   】をしないため

です。 

３年生のもんだい ヒント ６年生のもんだい ヒント 

さわやかな【   】のかおり

が、ほんのりただよってくる。 

 小さな植物たちの【   】さ

におどろかされました。 

 

 

いくつものいのちが、森という

【   】を、つないでゆく。 

森 に 一 歩 足 を ふ み 入 れ る と

【   】が広がっていまし

た。 

                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年ごとに、１冊の本から、２もんずつクイズを出します。 

【     】の中にはいることばをこたえてください。 

もんだいは「こどもの本だな」から出します。（もんだいのよこの「え」がヒントだよ） 

こたえは、しょうがいがくしゅうじょうほうセンターか、やまびこごうに出してくださ

い。２もんともあっていた人には、きねんひんがあたるよ。 

１２月の「つくし」にせいかいしゃの学年・人数をのせます。 

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    

セピアは語る（第２回） 
１枚の写真から、当時の置戸を考え、振り返り

ます。第 2 回目は置戸の林産業の懐かしい写真

をもとに語り合います。ぜひ参加ください。 
 

○期 日：１1 月 16 日（日）午前１０時～ 

○ところ：情報センター集会室 

○主 催：「写真を語る会」世話人会 高橋和夫、 

山本 勲、矢崎秀人、堀合宣昭さん 

置戸高校「介護の日」展 
1１月１１日は「いい日、いい日」で介護の

日です。置戸高校ではその日にあわせ標語コ

ンテストをおこなっています。その入選作品

を展示します。 
 

○期 間：11 月 6 日（木）～１６日（日） 

○ところ：情報センターロビー 

税の書道展 
1１月１１日から１７日は税を考える週間

です。置戸小学生の税に関する書道を展示し

ます。 
 

○期 間：11 月 6 日（木）～１3 日（木） 

○ところ：情報センター集会室 

☆☆☆☆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：１1 月 8 日（土） 午前１１時から 

ところ：お話のコーナー 
 

☆☆☆☆こどもシアターこどもシアターこどもシアターこどもシアター    

と き：１1 月 22 日（土）午前１１時から 

ところ：しゅうかいしつ 

 

「「「「おけとこどものおけとこどものおけとこどものおけとこどもの本本本本だなだなだなだな」」」」    

のののの中中中中からどくしょクイズですからどくしょクイズですからどくしょクイズですからどくしょクイズです 

☆☆☆☆しめきりはしめきりはしめきりはしめきりは１１１１１１１１月月月月１１１１６６６６日日日日（（（（日日日日））））

☆☆☆☆    
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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    
 

【第３９回町民文化祭協賛事業】【第３９回町民文化祭協賛事業】【第３９回町民文化祭協賛事業】【第３９回町民文化祭協賛事業】    

☆食の未来を考える会主催☆食の未来を考える会主催☆食の未来を考える会主催☆食の未来を考える会主催    第３弾第３弾第３弾第３弾    

映画『ある精肉店のはなし』上映会 
  入場は無料です！ 

１１月１３日１１月１３日１１月１３日１１月１３日((((木木木木))))    昼の部）昼の部）昼の部）昼の部）１３１３１３１３::::００００００００からからからから    

    夜の部）夜の部）夜の部）夜の部）１９１９１９１９::::００００００００からからからから    
    

会場会場会場会場    中央公民館中央公民館中央公民館中央公民館    講堂講堂講堂講堂    
    

「いのちを食べて人は生きる。「いのちを食べて人は生きる。「いのちを食べて人は生きる。「いのちを食べて人は生きる。    

『生』の本質を『生』の本質を『生』の本質を『生』の本質を見つづけてきた家族の記憶」。見つづけてきた家族の記憶」。見つづけてきた家族の記憶」。見つづけてきた家族の記憶」。    

『食べること』『生きること』､今一度考えてみませんか。『食べること』『生きること』､今一度考えてみませんか。『食べること』『生きること』､今一度考えてみませんか。『食べること』『生きること』､今一度考えてみませんか。    
    
    
    
    
    

    
☆道内各地の上映会で感動を呼んだ映画☆道内各地の上映会で感動を呼んだ映画☆道内各地の上映会で感動を呼んだ映画☆道内各地の上映会で感動を呼んだ映画をををを    

置戸でも上映します！置戸でも上映します！置戸でも上映します！置戸でも上映します！    
    

        絵本の里「北海道剣淵町」の物語絵本の里「北海道剣淵町」の物語絵本の里「北海道剣淵町」の物語絵本の里「北海道剣淵町」の物語    
    

感動と勇気と元気をもらえる『じんじん』 
    

１２月１２日１２月１２日１２月１２日１２月１２日((((金金金金))))１８１８１８１８::::３０から３０から３０から３０から    

１３日１３日１３日１３日((((土土土土))))９９９９::::３０から３０から３０から３０から    
    

    入場料入場料入場料入場料    大人大人大人大人    前売５００円（当日７００円）前売５００円（当日７００円）前売５００円（当日７００円）前売５００円（当日７００円）    

                    高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下    前売３００円（当日５００円）前売３００円（当日５００円）前売３００円（当日５００円）前売３００円（当日５００円）    
    

実行委員を募集しています。１１月中旬には試写会を予定。実行委員を募集しています。１１月中旬には試写会を予定。実行委員を募集しています。１１月中旬には試写会を予定。実行委員を募集しています。１１月中旬には試写会を予定。    

あなたも一緒に感動の輪をひろげてください。あなたも一緒に感動の輪をひろげてください。あなたも一緒に感動の輪をひろげてください。あなたも一緒に感動の輪をひろげてください。    

詳詳詳詳しくは中央公民館へお問い合わせくださいしくは中央公民館へお問い合わせくださいしくは中央公民館へお問い合わせくださいしくは中央公民館へお問い合わせください    

（電話５２（電話５２（電話５２（電話５２----３０７５）。３０７５）。３０７５）。３０７５）。    

    
    

第３７全町女性交流会は､１２月７日(日)午前中開催の予定です 
    

今年の講師は､道内はもとより全国を講演にまわり､食でつながる今年の講師は､道内はもとより全国を講演にまわり､食でつながる今年の講師は､道内はもとより全国を講演にまわり､食でつながる今年の講師は､道内はもとより全国を講演にまわり､食でつながる    

ネットワークを広げている佐々木十美さんです。ネットワークを広げている佐々木十美さんです。ネットワークを広げている佐々木十美さんです。ネットワークを広げている佐々木十美さんです。    
※詳しくは１１月２０日※詳しくは１１月２０日※詳しくは１１月２０日※詳しくは１１月２０日のののの広報広報広報広報誌に誌に誌に誌に折込チラシ折込チラシ折込チラシ折込チラシをををを入れますので入れますので入れますので入れますので、、、、お申し込みくださいお申し込みくださいお申し込みくださいお申し込みください。。。。    

    
    

               ＳＴＶの人気番組「ブギウギ専務」上杉周大さんが 

ボーカルの「THE TUN-UP MOTORS」が置戸でライブ！！！！！！！！ 
 

               THE TUN-UP MOTORS は、全道１７９市町村のすべての市町村で 

              無料ライブを行う自主企画実施中で、置戸町は１１月１８日（火） 

午後３時３０分から４時まで中央公民館で行う予定です。 

    興味のある方はお集まりください。 
※バンドの都合により日時等が変更になることがあります。 

興味のある方はお集まりください。 
※バンドの都合により日時等が変更になることがあります。 

興味のある方はお集まりください。 
※バンドの都合により日時等が変更になることがあります。 
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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    
 

第１７回おけとウルトラパークゴルフ大会 熱戦 
10 月４日（土）、５日（日）に「おけとウルトラパークゴルフ大会」が開催されました。 

全道各地から１０７名の選手が参加し、２日間１０コースの「ウルトラ」大会で腕を競いまし

た。当日朝に降った雨の影響で濡れた芝というコンディションでしたが、それを感じさせないプ

レーが繰り広げられました。一般男子の部は木村健三選手（北見）が初優勝し、内閣総理大臣賞

が贈られました。また、女子の部では岡崎泰子選手（北見）、シニア男子の部では小路文男選手

（北見）がそれぞれ連覇を飾り、岡崎選手には文部科学大臣賞が、小路選手には北海道知事賞が

贈られました。 

 

一般男子の部 女子の部 シニア男子の部 

優 勝 木村 健三（北見） 

２４７打 【内閣総理大臣賞】 

優 勝 岡崎 泰子（北見） 

２５７打 【文部科学大臣賞】 

優 勝 小路 文男（北見） 

２５２打 【北海道知事賞】 

準優勝 高橋 徹（訓子府） 

２５１打 

準優勝 小路 隆子（北見） 

２５９打 

準優勝 山内  万（北見） 

２５７打 

第３位 久保田 昇（北見） 

２５１打 

第３位 佐藤 道子（網走） 

２６８打 

第３位 富川 勝次（北見） 

２５９打 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部の優勝者 木村選手（写真左）、 

岡崎選手（写真中央）、小路選手（写真右） 

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クローズのおクローズのおクローズのおクローズのお知知知知らせらせらせらせ    
おけとパークゴルフ場、勝山パークゴルフ場は、11 月３日（月）を最終日として今シーズ

ンを終了します。今年も大勢の皆様にパークゴルフ場をご利用いただきましてありがとうござ

いました。来シーズンのご来場をお待ちしています。 
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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    
 

ゴールデンエイジを知っていますか？ 
 

 １０月１８日（土）に、置戸町でオホーツク管内社会体育

振興セミナーが開催され、管内約１００名のスポーツ推進委

員が集いました。 

子ども体力向上について北海道教育大学岩見沢校の杉山

教授の講演で話された内容ですが、ゴールデンエイジとは、

子どもの発達段階でもっとも脳と神経系が新たな神経回路

の形成により柔軟にさまざまな動作を習得しやすい特別な

時期といわれ、一般的に８才から１２才までをさします。 

 特にスポーツの世界では、さまざまな運動能力の基礎をつくる大事な時期で、脳と神経系にい

ろいろなスポーツを体験することで発達をうながします。また、脳が運動および動作体験により

活性化することも分かってきました。「文武両道」は脳医学からも正しいことのようです。 

 

 そのため、この時期の子どものスポーツ指導では、①スポーツを楽しむことが大事です。 

面白い、もっとやってみようと子どもが自分から思えるようにしましょう。嫌々続ける練習で

はスポーツのできる子どもにはなりません。 

次に②いろいろな種目を行うこと。巧緻性”といい、自分の身体を思ったように操れる能力、

この能力は将来一流選手になるためには不可欠なものです。この巧緻性を養うことで、数ミリ単

位での調整や微妙な動きの変化が出せるようになります。  

例えば、サッカーだけをやっているチームと他のスポーツもやっているチームを比べたら、試

合ではサッカーに慣れている方が勝つでしょう。でも、将来的には他のスポーツをやっていた子

どもたちの方が伸びる可能性が高いと言われています。目先の勝利から一流は生まれないとのこ

とです。 

 さらに、この時期には無理な筋肉トレーニングや特定のスポーツ種目に偏った加重な付加をか

けることは、怪我の危険性もあり、その子の将来性を摘む結果にもなり避けなければなりません。 

それから、③子どもの成長に

合わせることも大切です。大人

と違い、子どもの体はまだ出来

上がっていないことと、個人差

が大きいので注意が必要です。

（特に呼吸・循環器系） 

あまり長時間の運動は、大人

が考える以上に子供には厳し

いものとなり、疲れから姿勢が

崩れ、せっかく一番バランス感

覚が伸びる時期なのに、逆に姿

勢の崩れが悪いくせとなって

身についてしまう危険性があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ少年団協議会運動適正テスト（体力測定） 
 

日時 １１月２３日（日）開会式 10：00～   種目 ①立ち幅跳び 

会場 スポーツセンターアリーナ          ②上体起こし 

対象 町内のスポーツ少年団員           ③腕立て伏せ 

④時間往復走 

                       ⑤５分間走 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 
   

第２３集 日本の手仕事道具企画展 

『シナ材でトレイをつくろう！』『シナ材でトレイをつくろう！』『シナ材でトレイをつくろう！』『シナ材でトレイをつくろう！』 
 

と き：１１月２２日（土）または１１月２３日（日） 

     １０時から１２時または１４時から１６時 
 

 ところ：どま工房（森林工芸館隣接） 
 

定 員：５名（各日とも） 

参加費：１,５００円 

対 象：中学生以上～ 
 

※希望の日にちと時間をお知らせください。 

※参加受付は１１月１日からです。定員になり次第締め切 

らせていただきます。 
 

モノづくり内容モノづくり内容モノづくり内容モノづくり内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

直径１８ｃｍのお皿が２枚のるサイズの木製トレイをつくります。 

シナ材は全体的に白っぽく清潔感があり、やわらかい材料のため、はじめての方でも簡単に加

工ができます。道具の使い方や加工のポイントなど、解説をふまえてゆっくりモノづくりを楽し

めたらと思います。興味のある方は是非ご参加ください。 
※トレイのサイズは外寸で４２４×２９４（ｍｍ）【内寸４００×２７０（ｍｍ）】です。 

※モノづくりについての質問などは、森林工芸館（５２－３１７０）までご連絡ください。 
    
    

    

 

 
 

 

５ 

（水） 

置戸中学級文庫 1５：３５ 1４ 

（金） 

置戸小学級文庫 1４：４５ 

くるみの会 1６：30 

６ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：10 

拓実１６：００（渡辺） 

１８

（火） 

置戸中学級文庫 1５：３５ 

置戸中ふくろう文庫 16：00 

７ 

（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 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

１１

（火） 

どんぐり長時間園児 15：３０ 

常盤 16：４５（工藤） 

２１ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

北光 16：３０（城岡） 

豊住 16：４５（中沢） 

境野公民館 17：00 

１２

（水） 

秋田市街 1４：３0 

常盤 16：00 

（葛葉・笛田・中井・上野） 

２５ 

（火） 

どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

 

１３

（木） 

北光 1６：２0（森・倉本） 

雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上・井上） 

2８ 

（金） 

くるみの会書架入替 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■いのちの花（綾野まさる）ゆきがくれたおくりもの（リチャード・カーティス） 

■一般書■ドラッカー入門新版（上田惇生）スマート農業（農業情報学会）歩いて行く二人 

（岸惠子・吉永小百合）名画に見る男のファッション（中野京子）本物には愛が。（黒柳徹子） 

■読み物■日本一の女（斉木香津）修羅走る関ヶ原（山本兼一）復活祭（馳星周） 


