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３月の休館日情報 
 

・中央公民館 3/2,9,15,21,23,30 

・地区公民館 3/1,2,8,9,15,16,21,22,23,29,30 

・生涯学習情報センタ－3/2,9,16,21,23,26,30 

・スポーツセンター3/2,9,16,21,23,30 

    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 

 

 

 

 

 
 

北海道日本ハムファイターズ野球教室 
春の野球シーズン前に置戸の子ども達もキャンプ・イン 

 

２月２１日（土）に多

目的交流施設げんきで

日ハム野球教室が開催

され小中学生２５名の

大きな声が響きました。 

日本ハムベースボー

ルアカデミー講師で、現

役時代に投手で２５勝

をあげた立石尚行コー

チ、鵡川高校で甲子園出

場の池田剛基コーチが

基本練習の意味をてい

ねいに説明しながら、上

手くなるためのポイン

トを的確にアドバイス

してくれました。 

技術だけでなく野球に取り組む姿勢や心構え、チームメイトと心を一つにすることの大切さ

もお話いただき、その一言一言に子どもたちは目を輝かせながら真剣に取り組んでいました。 

両コーチからは、置戸の野球少年はキビキビと一生懸命に取り組んでくれて楽しく指導がで

きたと褒めていただきました。なかにはアドバイスを受けたとたんに見違えるほど良くなる選

手もいて有意義な教室となりました。 

最後は全員で記念写真を取り、コーチにお礼を述べて終わりましたが、その後にコーチにサ

インをもらう子どもに交じって保護者もサインを貰ったり一緒に写真に納まったりと別れを

惜しんでいました。 
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日本ハムのマスコットＢ・Ｂ君が７月までに置戸町にやって

くる予定。 

Ｂ・Ｂ君が自らの背番号の由来となった 2004 年北海道日本

ハムファイターズ誕生当時の全道 212 市町村を 10 年かけて全

て訪問するプロジェクト「212 物語」。置戸町の魅力を取材し

て札幌ドームの大型スクリーンで試合前に流す予定。 



 
2

    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    
  

「「「「第第第第４４４４２２２２回回回回こどもおはなしこどもおはなしこどもおはなしこどもおはなし大会大会大会大会」」」」元気元気元気元気にににに開催開催開催開催    
２月 1４日（土）今回で４２回目となるこどもおはなし大会がおこなわれました。今年は１1

組３９名の小学生の発表がありました。 低学年と高学年の各賞は次のとおりです。 
 

 

☆低学年の部 
 

◇最優秀賞 紙芝居「三びきの子ぶた」(チーム子ぶた) 

小嶋遥咲・菅原春花・近田実・西家瑠菜（１年） 
 

◇優秀賞  本「アレクサンダとぜんまいねずみ」(イナ 

ズマ３)  清川幸愛・小木若菜・石井菜々実（２年） 
 

◇優秀賞 紙芝居「いいからいいから」(フワフワリボン 

ズ） 佐藤奈澄紀・谷菜々美（３年） 
 

◇チームワーク賞 紙芝居「まいごのブーちゃん」(フラ 

ワーガールズ)  笹久保琴音・竹内陽向・中原蘭・ 

福澤こころ・前田比那（３年） 
 

◇４人の息がぴったりで賞 本「やまんばのにしき」(なかよし) 

 伊東はな・佐藤倖依・中堀明徳・安藤稜馬（２年） 
 

◇なかよしクローバー賞 紙芝居「なかよし二人ぐみ」(ハッピークローバー) 

 安海七梨・川村帆乃花・佐藤瑠菜・竹内楓華（３年） 
 

☆高学年の部 
 

◇最優秀賞 

 絵本「どうぞのいす」(アイスフラワー) 

山下はな乃・松田めばえ・水嶼采文子・ 

菅野一華・野里風葉・大和谷彗七（４年） 
 

◇優秀賞 

 絵本「みんなみんなみーつけた」(フルーツチーム) 

 大矢渓・中原杏里・栗田桃百（４年） 
 

◇やさしい気持ちになったで賞 

 絵本「だいすきぎゅっぎゅっ」 

  (チームミッキー)北村菜絵・井上優奈（４年） 
 

◇よくがんばったで賞 

絵本「三ひきのくま」(４人の男子) 

 小野寺颯麿・伊藤汰星・米沼雄斗・小山大空（４年） 
 

◇もりあがったで賞 

 紙芝居「車の種類」(さかいのチーム) 

川岸愛梨・岡部隼（５年） 
 

入賞おめでとうございます。また、来年もぜひ挑戦してください。 
 

    

    
    

 

☆セピアは語る 
 

と き ３月２２日（日）午前１０時～  

ばしょ 情報センター集会室       

 

 

☆おはなしかい 
 

と き ３月１４日（土）午前１１時～ 

ばしょ おはなしコーナー 
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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    
  

    佐々木梅治佐々木梅治佐々木梅治佐々木梅治    ひとりひとりひとりひとり語語語語りりりり芝居芝居芝居芝居    「「「「にんじんにんじんにんじんにんじん」」」」    
 

置戸出身の俳優佐々木梅治さんが児童文学

の名作「にんじん」（ジュール・ルナール作）

を語り演じます。観る人を魅了する梅治さん

の熱演をぜひ、ご家族でご覧ください。 

 

開演：３月６日（金）午後６時３０分 

会場：置戸町生涯学習情報センター 

ロビー 

（入場無料） 
 

 

    

    

    

    
    

    

    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    
 

劇団風の子と､子どもたちがいっしょにつくる劇  

「うそんこほんこ」 
～「ごっこ遊び」からひろがる世界を一緒に楽しもう～ 

 

中央公民館では､こどもセンターどんぐりと共催で芸術鑑賞事業を実施します。 

申し込みは要りません。時間までに会場へお越しください。 
 

どなたでもどうぞ！！～無料で鑑賞できます～ 
 

と き ３月６日(金)   
午前１０時より約５０分 

 

ところ こどもセンターどんぐり 
 

問合せ 中央公民館（tel.５２-３０７５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

☆プロフィール 

 置戸町出身、１９４５年３月６日生まれ。１９７３年劇団民藝に入団し、古典から現代劇

まで幅広くこなす俳優活動の他、声優としても活躍中。声優活動としては、ＮＨＫアニメの

「山賊の娘ローニャ」のスカッレ・ペール役、ドラマ「奇皇后」のヨンチョル役などに出演。 

 

置戸でもおなじみの劇団「風の子」。 

今年の開町１００周年記念事業の町民構成劇で

も全面的にご協力をいただきます。 

風の子は、〝子どものいるとこどこへでも〟を合

言葉に、北海道から沖縄まで、全国の幼稚園、保育

園、児童館、小学校、中学校、高校、そして子ども・

おやこ劇場など、文字どおり子どものいるとこどこ

へでも出かけていって公演を続けてきました。 

作品の良さ、演劇のレベルは定評のある劇団で

す。この機会に親子でご覧ください。 
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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    
 

公民館教室「ＬＥＤの凄さを体験しよう」 
 

公民館では、2014 年にノーベル賞を受賞した「青色発光ダイオード（ＬＥＤ）」に注目して、

「ＬＥＤ」の凄さに迫る体験教室を開催します。当日は、ＬＥＤを使った工作や青色のＬＥＤ

の凄さがわかる実験などをします。ぜひ、みなさん参加してください。 
 

日  時：平成２７年３月１４日（土）１０：００～１２：３０ 

場  所：置戸町中央公民館 講堂 

内  容：ＬＥＤを使った工作＆実験 

参 加 費：８００円（材料費実費分） 

参加対象：５才以上～ 

（５才から小学３年生までは保護者同伴とします） 

定  員：４０名まで（先着順とします） 

持 ち 物：音楽プレイヤーもしくはスマートフォン、 

たくさんの１円玉と１０円玉をご用意ください。 

（実験で使います） 

参加申込：材料準備の都合上、３月９日（月）までに中央公民館へ。 

     （電話：０１５７－５２－３０７５、ＦＡＸ：０１５７－５２－３１６９） 
    

中央公民館教室「プロに教わる料理のコツ  

～家でもできる！おいしい中華料理のワザを教わろう」 
北見の中華料理の店「後楽」(ごらく)の店主を講師に迎え､難しすぎないひと工夫で､おいし

くできる中華料理のコツを教えていただきます。 

定番中華のほか､美味しいたれの作り方とその応用を伝授します。お料理苦手でも大丈夫。 

一緒に楽しく学びましょう。試食もお楽しみに。お誘い合わせて気軽にお申し込みください。 

と き  ３月７日（土） ９：３０から（終了予定１３:００頃） 

ところ  中央公民館 調理実習室 

講 師   中華料理「後楽」店主・小林信孝さん 

  参加費  １０００円（材料代） 

 持ち物  エプロン・三角巾 

定 員  １６人（先着順） 

申込み  ４日(水)までに中央公民館へ(52-3075) 

    

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    
 

南ヶ丘スキー場、歩くスキーコースのクローズについて 
 

南ヶ丘スキー場、歩くスキーコースともに３月１５日（日）を最終日としてクローズとなり

ます。本年度もご利用ありがとうございました。 
 

３月３月３月３月２２２２日（月）日（月）日（月）日（月）以降の南ヶ丘スキー場営業予定以降の南ヶ丘スキー場営業予定以降の南ヶ丘スキー場営業予定以降の南ヶ丘スキー場営業予定    

火～金曜（３日～６日、１０日～１３日） ナイター（17：30～21：00）のみ 

土曜  （ ７日、１４日） 全日（10：00～16：30、17：30～21：00） 

日曜  （ ８日、１５日） 日中（10：00～16:30）のみ 

月曜  （ ２日、 ９日） 休業日 
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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    
 

置戸町体育協会 健康づくりセミナー 
 

今年は子どもの発育と、どのスポーツにも欠かせない体幹を効果的に強化する体操の話です。 

成長期のお子さんがいるお父さん、お母さん、スポーツ指導者のみなさん、少しでも興味の

湧いた方はぜひご参加ください。 
 

演 題：ハイハイから学ぶ発育発達に沿った動きとは 
 

講 師：ABC Support 代表 阿部 修久 さん 
 

場 所：スポーツセンター健康体操室 
 

日 時：３月１２日（木） １８時３０分より 
 

持ち物：上靴、タオル、筆記用具、運動できる服装 

( 飲み物は体育協会で用意いたします) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年度スポーツ安全保険加入者募集 
 

年額掛金（年度途中での加入も同額） 

■子ども（中学生以下） １，４５０円   

■一 般（高校生以上） １，８５０円 
 

保険期間：平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
（年度途中の加入は加入手続完了の翌日から平成２８年３月３１日まで） 
 

加入申込：３月１６日から４月２４日までの平日に教育委員会社会教育課（中央公民館内）で 

集中して加入受付します。また、期間外も随時受付します。 
 

スポーツ安全保険は、文化・スポーツ活動を行う５名以上の団体で加入することが原則です

が、教育委員会では各種スポーツ大会や個人でスポーツをする方のための団体加入をしていま

す。保険内容、グループでの加入方法等詳しくは社会教育課（電話：５２－３０７５）へお問

い合わせいただくか、ホームページ（www.sportsanzen.org）をご覧ください。 

春休み小学生卓球教室 
 

毎年大人気の教室です。上手になりたい子も

初心者の子もぜひご参加ください。 
 

日 時：３月２５日（水）、２６日（木）、 

２７日（金）の３日間 

    午前９時～１２時 

場 所：スポーツセンター健康体操室 

対 象：町内の小学生 

講 師：北見市卓球協会 小田
お だ

央
ひろ

朗
あき

さん 

参加費：無 料 

持ち物：運動靴、タオル、ラケット 

※ラケットのない方は貸出します。 

※運動できる服装で参加ください。 

申 込：３月２０日（金）までに 

教育委員会社会教育課へ 

         （電話：５２－３０７５） 

春季町民ミニバレーボール大会 
 

気の合う仲間と楽しく汗を流しませんか？  

参加チーム募集中です。 
 

日 時：混合の部 ４月８日から毎週水曜 

女子の部 ４月３日から毎週金曜 

（５月中旬終了予定） 

    午後７時試合開始 

※大会期間は参加チーム数により変わります 

 のでご了承下さい。 

監督会議：３月２５日（水）午後７時から 

スポーツセンター会議室にて 

会 場：スポーツセンターアリーナ 

参 加：町内に居住しているか、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～コート内男性２名まで 

参加費：１チーム １，０００円 

申 込：３月２０日（金）までに参加費を 

添えて教育委員会社会教育課へ 

    （電話：５２－３０７５） 

※高齢者（６５歳以上）は、補償内容が

低くなりますが、掛金１，０００円の 

コースもあります。 
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森林工芸館森林工芸館森林工芸館森林工芸館    
    
 

どま工房どま工房どま工房どま工房    ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画ゴールデンウィーク企画    

「第７回「第７回「第７回「第７回    木木木木    ああああ    そそそそ    びびびび    展」展」展」展」    
毎年多くの皆さんに楽しんでいただいております、ゴールデンウ

ィークの恒例企画となりました「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」「木あそび展」を、今年もどま工房

で開催します。毎年人気のメニューのほか、新しいメニューも企画

しています！！ 

まだ行ったことがないなぁという方も是非、お誘いあわせのうえ

お越しください。 
 

日にち：日にち：日にち：日にち：５月３日（日）５月３日（日）５月３日（日）５月３日（日）からからからから５月５日（火）５月５日（火）５月５日（火）５月５日（火）    

時時時時    間：１０時から１６時（受付は１５時まで）間：１０時から１６時（受付は１５時まで）間：１０時から１６時（受付は１５時まで）間：１０時から１６時（受付は１５時まで）    

場場場場    所：所：所：所：どま工房どま工房どま工房どま工房（森林工芸館（森林工芸館（森林工芸館（森林工芸館    隣接）隣接）隣接）隣接）    
    

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●参加申込みは、当日会場で受け付けます。 

●モノづくりの内容については、後日詳細をお知らせします。 

●木あそび展についてのお問い合わせは、森林工芸館（５２－３１７０）までご連絡ください。 
    

    

    

 

  
 

３ 

（火） 

置戸小４・５・６年 15：00 １３ 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

くるみの会 16：00 

４ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・中井・上野） １７ 

（火） 

置戸中学級文庫 15：00 

５ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：10 

拓実：渡辺 16：00 

１８ 

（水） 

置戸小１・２・３年 14：10 

６ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：45 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

１９ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：10 

置戸小ふくろう文庫回収 15：00 

１０ 

（火） 

どんぐり長時間園児 15：30 

常盤：工藤 16：45 

２０ 

（金） 

北光：城岡 16：30  

豊住：中沢 16：45 

境野公民館 17：00 

１１ 

（水） 

秋田市街 14：30 ２４ 

（火） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

１２ 

（木） 

北光：倉本 16：20 

雄勝：小木 16：40  

幸岡：井上 17：00 

２７ 

（金） 

くるみの会書架入替 14：00 

 

 

 

「「「「    生涯学習情報センター新着図書情報生涯学習情報センター新着図書情報生涯学習情報センター新着図書情報生涯学習情報センター新着図書情報    」」」」    
■児童書■消えた犬と野原の魔法（フィリパ・ピアス）モーモー村のおくりもの（堀米薫） 

■一般書■わたしの器あなたの器（高橋みどり）超地域密着型会社戦略（松本俊人） 

いずみ北海道くらしの詩（北海道新聞生活部）農業再生人間再生（木村秋則・宇城憲治） 

子どもたちの未来を考えてみた（乙武洋匤） 

■読み物■田舎でロックンロール（奥田英朗）風花帖（葉室麟）さよなら神様（麻耶雄嵩） 


