
 
1

 

12 月・年末年始の休館日情報 
 

・中央公民館 12/1,8,13 午後,14,22,23,27～1/4 

・地区公民館 12/1,7,8,12 午後,13,14,15,21,22,23,27～1/4 

・生涯学習情報センタ-12/1,8,15,22,23,25,28 午後～1/5 

・スポーツセンター12/1,8,15,22,23,28～1/5 

    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 

 

 

 

 

 

 

第３９回町民文化祭 
 

地域文化の伝承、発展、交流を目的と

して１０月２８日（火）～１１月９日（日）

まで町民文化祭の展示・舞台発表が開催

されました。 

展示部門では、中央公民館ロビーに町

民のみなさんの力作を展示し、たくさん

の人々に観ていただき興味を持ってもら

うことができました。 

舞台発表は約３００名の来場で、２年ぶりに出場した“秋田Ｋ音楽部”や、鮮やかな衣装をま

とった“フラサークル置戸”などたくさんの出演者による発表がありました。なかでも今年初出

場の“おけとキッズ・チア・ダンスチーム”には、この日一番の歓声と拍手が送られていました。 

また、お茶会や喫茶コーナー・食改の協力によるバザーのうどん・そばも大好評で、たくさん

の来場者の笑顔を見ることができました。ご来場・ご協力いただき感謝申し上げます。 
 

文 化 賞 阿部民子さん 

文化奨励賞 境野地区子ども会 
 

町文化連盟による文化賞授与式では、昨年オホーツク

陶芸展金賞を受賞した“「陶芸サークル山神窯」の阿部

民子さん”に文化賞。境野地区伝統芸能の「豊年種まき

踊り」を継承し、毎年境野地区健康と長寿を祝う集いで

発表を続けている“境野地区子ども会”に文化奨励賞が

贈られました。 
 

☆各地の上映会で感動を呼んだ映画『じんじん』、どうぞお見逃しなく！ 
 

今年の町民文化祭は、１２月１２日～１３日に上映される映画「じんじん」までです。 

この映画は、絵本の里・剣淵町を舞台として絵本がつなぐ地域の絆・親子の絆を語るお話です。 

たくさんの方々にご鑑賞いただきたいと思います。 

チケットは、前売券５００円（高校生以下３００円）。 
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町民みなさんの力作の展示＆素晴らしい舞台発表に歓声と拍手♪ 

 

今年も置青協「代行サンタ」を承ります！！ 
若者がさまざまな地域活動に貢献している置戸町青年団体連絡協議会（有馬慎吾会長）では、

今年も子どもたちにお預かりしたプレゼントをサンタクロースがお届けします。お預かりした

プレゼントは、下記の時間でお届けさせていただきます。お届け時間の指定はできませんが、

この機会にぜひご利用ください。 
 

◆配達日時  １２月２４日（水）午後７時３０～午後８時３０分 

◆対象の方  小学生入学前の幼児（幼児と同じ世帯の小学生は可） 

※プレゼントは、１２月１９日（金）までに中央公民館事務室までお預けください。 

※その他、詳しいことは中央公民館までお問い合わせください。（☎５２－３０７５） 
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１２１２１２１２月月月月のおはなしかいのおはなしかいのおはなしかいのおはなしかい    
１２月６日（土） ごぜん１１時  

ばしょ じょうほうセンターおはなしコーナー 

※１２月のこどもシアターは読書感動のひろばで

集会室使用中のため、おやすみします。 

小学生小学生小学生小学生のみさなんへのみさなんへのみさなんへのみさなんへ    

「「「「どくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズどくしょクイズ」」」」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                 

                                                                                        ～～～～    年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ年末年始の休館のお知らせ    ～～～～    

 年末年始は１２月２８日（日）の午後１２時から１月５日（月）まで休館します。 

 新年は１月６日（火）より通常どおり開館しますのでよろしくお願いいたします。 

    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 こたえ ４年生のもんだい こたえ 

なんてたくさんいろいろな【   】

ぼくは、おどろいてめをあけた。 おと 

・・・ていわれなくても、わかって

います。【   】しないでくださ

い。 

しんぱい 

かあさ～ん、【   】もってきて！ 
みみせん 

もう【   】、はけなくなっちゃ

たけどね。 

ちいさく

なって 

「どんなかんじかなあ」より 「おかあさん、げんきですか。」より 

２ねんせいのもんだい こたえ ５年生のもんだい こたえ 

月の【   】のなかでおどっていま

した。 
ひかり 

下向きの穴とちがって、【   】

にならんでいます。 
横向き 

まちにすんだら、どんな【   】が

するものだろう。 
きもち 

もとの巣箱の働きばちと、同じ花か

ら【   】をしないためです。 

みつのう

ばい合い 

「ちいさいおうち」より 「みつばちの家族は５００００びき」より 

３年生のもんだい こたえ ６年生のもんだい こたえ 

さわやかな【   】のかおりが、ほ

んのりただよってくる。 
まつやに 

小さな植物たちの【   】さにお

どろかされました。 

生命の不

思議 

いくつものいのちが、もりという

【   】を、つないでゆく。 

おおきな

いのち 

森 に 一 歩 足 を ふ み 入 れ る と

【   】が広がっていました。 
別世界 

「森のいのち」より 「楽園（知床に生きる人びとと生きものた

ち）より 

    

第第第第 10101010 回読書感動回読書感動回読書感動回読書感動のひろばのひろばのひろばのひろば作品展作品展作品展作品展    
「読書感動のひろば」の 

応募ありがとうございました。 

ジャンルも多彩な力作が 

多数そろいました。 

 応募作品は、全て集会室 

に展示します。 

たくさんの皆さんのご観覧をお待ちしています。 
 

    期間期間期間期間    １２月３日（水）から２４日（水）まで１２月３日（水）から２４日（水）まで１２月３日（水）から２４日（水）まで１２月３日（水）から２４日（水）まで    

    場所場所場所場所    情報センター集会室情報センター集会室情報センター集会室情報センター集会室    
    

    
    

    

    

    

    

    

置戸町ファーストブックプレゼント事業 

絵本の選定リストから選ばれた本を 

プレゼントします 

赤ちゃんの心とことばの健全な成長を願

い、絵本のファーストブック・プレゼント事業

が実施されています。 

対象者のみなさんに１１月１８日、センター

の使い方のお話をしました。今回の対象者

は平成２６年２月から７月生れの１４名の赤ち

ゃんです。 

実際の絵本のプレゼントは１２月１５日の

「ひよこクラブ」にて行います。 

☆☆☆☆記念品記念品記念品記念品はははは冬休冬休冬休冬休みがおわるまでにみがおわるまでにみがおわるまでにみがおわるまでに受受受受けけけけ取取取取りにきてくださいねりにきてくださいねりにきてくださいねりにきてくださいね☆☆☆☆    

クイズのこたえは、つぎのとおりです。 

２もんともこたえが合っていた人には、きねんひんをようい

しました。答えの合っていた人はしょうがいがくしゅうじょう

ほうセンターにはってあります。 

セピアは語る（第３回） 
１枚の写真から、当時の置戸を考え、振り

返り語り合います。ぜひご参加ください。 

 

○期 日：１２月２１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 
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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    
〈食のまちづくり事業〉 

「１９種類のスパイスを使って一から手作り・ 

              本格カレーに挑戦！」 
 

毎月１回置戸の給食に登場する､子どもたちが大好きなお馴染みのカレー。添加物の一切入ら

ない本格カレーは､作ったルーを３～４週間寝かせて熟成させます。２回とも参加できる方なら

どなたでも参加ＯＫです。１回目はルー作りのみ､２回目に完成したカレーを食べます。 
 

と き ☆夜の部  １２月１１日（木）・１月１４日(水) 
午後６時３０分から（所要時間：２.５～３時間） 

  ☆午前の部  １２月１２日（金）・１月１４日(水) 
午前９時３０分から（所要時間：同上） 

 

ところ  中央公民館 調理実習室 

 講 師   食のアドバイザー 佐々木 十美 さん 

   参加費  １,０００円（材料代・一部持ち帰り分を含みます） 

  持ち物  エプロン・三角巾 

定 員  ２０名 ～先着順で締め切ります～ 申込みは中央公民館へ（52-3075） 

 
 

今年のクリスマス料理はこれだ！！ 

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。 

今回は、クリスマスも近くなり大事な人と過ごす

人も多いかと思います。大事な人のために手作り料

理を作りたいと思っている皆さん、公民館で一緒に

料理を覚えませんか？？ 
 

◆日  時  １２月１６日（火）午後６：３０～２時間程度 

◆場  所  中央公民館 料理実習室 

◆対  象  置戸町在住・在勤の方 

◆メニュー  カリカリチキン・五目ちらし他 
（メニューは変更されることもあります） 

◆講  師  食のアドバイザー 佐々木 十美 さん 

◆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  １２月１１日（木）までに中央公民館へ（☎５２－３０７５） 

    
 

育連協「スポーツ交流会」開催迫る！！ 
 

１２月６日（土）に育連協主催事業「子ども会スポーツ交流会」を実施いたし

ます。今年は時間を変更し、１２時４５分からスポーツセンターアリーナにて各

子ども会対抗スポーツ交流会を開催します。当日は、小学校低学年「玉入れ」、

小学校高学年・中学生「ミニバレー」を行います。 

子どもたちの熱いプレーにご声援をお願いします。 
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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    
 

冬季体育施設の利用について 
    

【【【【南南南南ヶヶヶヶ丘丘丘丘スキースキースキースキー場場場場】】】】    

期 間  １２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））までまでまでまで 

             ※ 積雪の状況により上記期間を変更する場合があります。 

            休業日：月曜日及び１２月３１日～１月２日 
    

 

時 間  日中：午前１０時から午後４時３０分まで 

      夜間：午後５時３０分から午後９時まで  

（１２月中及び日曜は夜間なし） 
 

料 金（リフト使用料） 
  

券  種 大 人 小人（中学生以下） 

シーズン券 10,490 円 5,240 円 

１日券（日中） 1,040 円 520 円 

ナイター券（夜間） 520 円 300 円 

１回券 110 円 50 円 

回数券（１１回） 1,040 円 520 円 
  

連絡先 スキー場ロッジ（電話 52-3085）、 教育委員会社会教育課（電話 52-3075） 

 

【【【【歩歩歩歩くスキーコースくスキーコースくスキーコースくスキーコース】 

期 間 １２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））からからからから平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年３３３３月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（日日日日））））までまでまでまで    
 

 

場 所  おけとパークゴルフ場内周回コース 

     コース入口は、おけとパークゴルフ場第２駐車場です。 

  ・ご利用の際は、入口の利用簿にご記名ください。 

  ・スポーツセンター（電話 ５２－３５７２）で用具貸出しています。 

  ※数量、サイズに限りがあります。 

 
 

リアルリアルリアルリアル野球盤体験会野球盤体験会野球盤体験会野球盤体験会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    
    

    「交流会のレクがマンネリ化してきた」「友達みんなで集まって何か遊べる競技はないかな？」

そんな悩みをお持ちの皆さまへ、社会教育課では「リアル野球盤体験会」を開催します。 

リアル野球盤とは、卓上で行う野球盤の基本はそのままにして広い所で実際に人が動いて行う

ゲームです。ルールは単純なので一度触れてみればすぐに覚えられます。 

道具の貸出も可能ですので、少しでも興味を持たれた方はぜひご参加ください。 
 

 ◆と き  平成２６年１２月１０日平成２６年１２月１０日平成２６年１２月１０日平成２６年１２月１０日（水）（水）（水）（水）    午後７：００～８：００ 

 ◆場 所  スポーツセンター アリーナ 

 ◆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（事前申込不要） 

 ◆講 師  置戸町スポーツ推進委員 

 ◆問い合わせ 社会教育課社会体育係（TEL５２－３０７５） 

 

 

 

 

 

 

・スキー場オープン後にロッジで販売します。 

・シーズン券購入の際は、縦 3 ㎝横 2.5 ㎝の

顔写真をご用意ください。 
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    森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
 

平成２７年度「オケクラフト作り手養成塾」募集要項平成２７年度「オケクラフト作り手養成塾」募集要項平成２７年度「オケクラフト作り手養成塾」募集要項平成２７年度「オケクラフト作り手養成塾」募集要項    
 

研修制度の目的 

  オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシップの習得、並びに美意識の向上及び技法の伝

承を図り、「用の美」に向けた社会の創出のために、オケクラフトの振興とまちづくりに寄与

する人材を育成する。 

（１）オケクラフト作り手養成 

（２）生活視点のデザインと使う社会に貢献する新たなデザインの創造 

（３）使う社会の要望によるモノづくり 

（４）木工技法の伝承 

（５）積極的な作り手の社会参加 

（６）定住人材の確保 

（７）雇用の創出 
 

募集人員  ３名以内／年（原則） 
 

研修期間  ２年間（塾長が必要と認めた場合に限り１年の延長可） 
 

研修内容及びカリキュラム 

（１）基礎研修～オケクラフト及び木工芸に関する基礎的な技術・知識並びに生産から流通 

までの総合的なデザインを学ぶ 

（２）専門研修～生産実習を通じて、オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシップを習得 

するとともに、美意識の向上と独立に向けて経済的に自立する能力を身につける 

 ■座 学 

  □工芸デザイン・素材概論・木工の基礎知識 □木工機械、器具の取り扱い 

  □塗装技術、乾燥技術  □伝統木工技法  □経営学・用の美学 

 ■実 習 

  □オケクラフト生産実習  □秋岡コレクションを活用した生活用具のデザインと商品化 

  □流通販売実習・独立に向けての作業工程技術実習 
 

研修場所  森林工芸館、・共同工房・町内個人工房ほか 
 

応募資格  ■年 齢－４５歳以下（原則）  ■性 別－なし 

      ■その他－町内に定住してクラフト生産に従事する意思並びに５年以内に 

町内での工房開設が可能であること 
 

応募方法  履歴書・応募理由を記載し、郵送または持参してください。 
 

募集期限  平成２７年１月１５日（木） 必着！ 
 

選考方法  書類審査・面接審査・簡単な木工実技審査 
 

指導体制  アトリエとき代表 時松辰夫、森林工芸館長、 

講師（町内生産者、町内外関係機関( 者) 等） 
 

その他   研修期間中の研修費は無料 

      研修終了後は、共同工房を３年間使用できます（有料） 
 

 

 

応募書類送付・問合せ先 

  〒099－1118 北海道常呂郡置戸町字置戸４３９番地の４ 

         オケクラフトセンター森林工芸館「オケクラフト作り手養成塾」宛 

         TEL：0157－52－3170 ／ FAX：0157－52－3388 

  Email：kougeikan@town.oketo.hokkaido.jp（表題に「養成塾問合せ」と記載願います）    

    

    

    

    



 
6

    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    
 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブ「くるみの会」の指導員を募集中 
 

募集人員  １～２名（臨時指導員） 

業務内容  くるみの会入会児童の保育、生活指導など 

雇用期間  平成２６年１２月２４日～平成２７年３月３１日（継続更新あり） 

勤務時間  平日 ⇒ 午後１時３０分～午後６時（４時間３０分） 

       土曜日、学校振替休日、夏休みなどの長期休み 

⇒ 午前８時３０分～午後６時の間のうち７時間４５分 

※日曜日、祝祭日は休み 

勤務日数  月１０日程度 

賃  金  時給８７５円 

応募資格  町内に居住する６０歳位までの健康な方 

       ※保育士・幼稚園教諭・養護教諭・小学校教諭の有資格者優先 

募集締切  １２月１２日（金） ※１１月の募集を延長します 

応募方法  市販の履歴書に写真添付のうえ、必要事項を記入し、教育委員会 

社会教育課（中央公民館内☎５２－３０７５）に提出ください。 
    
    

 

 
 

２ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15：30 １２ 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

４ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

拓実：渡辺 16：00 

１６ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

５ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：10 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

１７ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

９ 

（火） 

置戸中学級文庫 15：35 

常盤：工藤 16：45 

１９ 

（金） 

置戸小４・５・６年 15：00 

１０

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） 

２６ 

（金） 

くるみの会書架入替 14：30 

北光 16：30（城岡） 

豊住 16：45（中沢） 

境野公民館 17：00 

 

１１

（水） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光 16：20（森・倉本） 

雄勝：小木 16：40 

幸岡 17：00（井上・井上） 

 

「「「「    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■おめでとうくまちゃん（シャーリー・パレントー）いろはのあした（魚住直子） 

■一般書■ハルビン駅へ（ディビッド・ウルフ）農業は脳業である（古野隆雄） 

湿地への招待（北海道ラムサールネットワーク）よみがえれ、ふるさとの森林（中川護） 

ＳＮＳで農業革命（蓮見よしあき） 

■読み物■冬を待つ城（安部龍太郎）神坐す山の物語（浅田次郎）鳥たち（よしもとばなな） 

第３７回全町女性交流会 

１２月７日(日)午前１０時より､半日日程での開催です 
テーマは「佐々木十美栄養士に聞く､テーマは「佐々木十美栄養士に聞く､テーマは「佐々木十美栄養士に聞く､テーマは「佐々木十美栄養士に聞く､    

からだにやさしい日からだにやさしい日からだにやさしい日からだにやさしい日々の食事と､全国各地でのあんなこと・こんなこと」々の食事と､全国各地でのあんなこと・こんなこと」々の食事と､全国各地でのあんなこと・こんなこと」々の食事と､全国各地でのあんなこと・こんなこと」    
 

※※※※関心ある方なら男女問わずどなたでも参加ＯＫです。関心ある方なら男女問わずどなたでも参加ＯＫです。関心ある方なら男女問わずどなたでも参加ＯＫです。関心ある方なら男女問わずどなたでも参加ＯＫです。    

詳しくは詳しくは詳しくは詳しくは､､､､チラシをごチラシをごチラシをごチラシをご覧ください覧ください覧ください覧ください((((１１月２０日号広報１１月２０日号広報１１月２０日号広報１１月２０日号広報にににに折込折込折込折込))))。。。。    


