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８月５日（土）まで

今年は９

古本市、リサイクル市など年に１度の図書館

ます。（詳しい内容は９月の「つくし」でお知らせいたします）

どもの古着の

本や雑誌、乳幼児の古着などで、図書館

リサイクルコーナーにご寄贈いただけるものがありましたら

ご連絡をお願いします。売上金は、実行委員より

書を購入する資金（図書資料整備基金）に寄附いただいてい

古着のご寄附は受け付けておりません）

のお願い 
では、置戸町に関する資料を収集し大切に保管しています。

念誌・文集・機関紙・会報・報告書などを発行されたときには図書館に

日（土）午前１１時～ 

おはなしコーナー 

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

をしていましたが、今年
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伝承あそびコーナーにきてね

今年の伝承遊びコーナーは、けん玉、こま回し、大なわ

ふるって参加してくださ

い。むかしながらのあそびもじゅんびしています。 

午後４時２０分から

 

                                

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な
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書を購入する資金（図書資料整備基金）に寄附いただいてい

古着のご寄附は受け付けておりません）

 
では、置戸町に関する資料を収集し大切に保管しています。

念誌・文集・機関紙・会報・報告書などを発行されたときには図書館に

こどもシアター

 

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

をしていましたが、今年の夜間開放

あそびコーナーにきてね

今年の伝承遊びコーナーは、けん玉、こま回し、大なわ

ふるって参加してくださ

 

午後４時２０分から 

                                

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な

どもたくさん用意していますので、願いごとを書いてかざってくださいね。

図書館ロビーにて

（土）開催予定

のお祭りです。たくさんの方のおいでをお待ちし

ます。（詳しい内容は９月の「つくし」でお知らせいたします）

を 

まつりの古本市や

リサイクルコーナーにご寄贈いただけるものがありましたら

図書館の蔵

書を購入する資金（図書資料整備基金）に寄附いただいてい

古着のご寄附は受け付けておりません） 

では、置戸町に関する資料を収集し大切に保管しています。

念誌・文集・機関紙・会報・報告書などを発行されたときには図書館に

こどもシアター
日時 ８月

場所 図書館集会室

 

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

の夜間開放はいたしません

あそびコーナーにきてね

                                

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な

どもたくさん用意していますので、願いごとを書いてかざってくださいね。

図書館ロビーにて                          

開催予定

のお祭りです。たくさんの方のおいでをお待ちし

ます。（詳しい内容は９月の「つくし」でお知らせいたします） 

では、置戸町に関する資料を収集し大切に保管しています。 

念誌・文集・機関紙・会報・報告書などを発行されたときには図書館に

こどもシアター 
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図書館集会室

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

はいたしませんのでご承知願います

あそびコーナーにきてね 

                                

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な

どもたくさん用意していますので、願いごとを書いてかざってくださいね。

                          

開催予定です 

のお祭りです。たくさんの方のおいでをお待ちし

念誌・文集・機関紙・会報・報告書などを発行されたときには図書館にご寄贈くださ

日（土）午前１１時

図書館集会室 

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

のでご承知願います

                                 

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な

どもたくさん用意していますので、願いごとを書いてかざってくださいね。

                          

のお祭りです。たくさんの方のおいでをお待ちし
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日（土）午前１１時～ 

今年の子ども七夕まつりは、８月７日（月）のため図書館は、休館日

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放

のでご承知願います。

 

図書館ロビーよこのテラスに柳がおいてあります。短冊（たんざく）な

どもたくさん用意していますので、願いごとを書いてかざってくださいね。 

                          

のお祭りです。たくさんの方のおいでをお待ちし
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休館日 

となります。例年、子ども七夕まつりの打ち上げ花火に合わせて夜間開放
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親子
 

●秋田地区
 

●境野地区
 

●置戸地区
 

●勝山地区
 

 
 

置戸水泳
 

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

【日中の開館】

 

【夜間の開館】午後

 

※

 

プールバス運行時間

【行き】＜秋田・境野方面＞

 
 

 
 

【帰り】
 

 

       

公民館・社会教育
 

 

各地区
 

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

親子・家族で参加
 

●秋田地区
 

●境野地区
 

●置戸地区
 

●勝山地区

社会体育

 

置戸水泳

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

【日中の開館】

休館日 
 

【夜間の開館】午後

開館日 
 

※水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

プールバス運行時間

【行き】＜秋田・境野方面＞

秋田地区住民センター

     １３：００発

＜勝山方面＞

 勝山公民館

     １３：３０発

【帰り】 置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面）

 ■運行期間：８月１７

       

公民館・社会教育

各地区「ふるさとまつり

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

で参加ください

●秋田地区 子ども七夕まつり＆盆踊り

●境野地区 子ども夏まつり＆盆踊り

●置戸地区 おけと子ども七夕まつり

●勝山地区 親子ふれあいまつり＆盆踊り

 

今年も
 

今年も８月８日（火）～８月１５日（火

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

をよろしくお願いいたします。

 

社会体育 

置戸水泳プール

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

【日中の開館】 午前 

 ８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８

【夜間の開館】午後 

 ８／１８

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

プールバス運行時間 

【行き】＜秋田・境野方面＞

秋田地区住民センター

１３：００発

＜勝山方面＞

勝山公民館

１３：３０発

置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面）

■運行期間：８月１７

        また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。

公民館・社会教育 

ふるさとまつり

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

ください。詳しくは

子ども七夕まつり＆盆踊り

子ども夏まつり＆盆踊り

おけと子ども七夕まつり

親子ふれあいまつり＆盆踊り

も札幌学院大学

８月８日（火）～８月１５日（火

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

をよろしくお願いいたします。

プール開館のおしらせ

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

 １０：００～１２：００

８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８

 １８：００～２１：００

８／１８（金）までの火曜から金曜

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

【行き】＜秋田・境野方面＞ 

秋田地区住民センター

１３：００発       

＜勝山方面＞ 

勝山公民館 → 安住中里会館

１３：３０発  １３：４０発

置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面）

■運行期間：８月１７日（木）

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。

ふるさとまつり」

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

詳しくは 7 月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。

子ども七夕まつり＆盆踊り

子ども夏まつり＆盆踊り

おけと子ども七夕まつり

親子ふれあいまつり＆盆踊り

札幌学院大学

８月８日（火）～８月１５日（火

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

をよろしくお願いいたします。

のおしらせ

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

１０：００～１２：００

８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８

１８：００～２１：００

（金）までの火曜から金曜

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

秋田地区住民センター → 境野公民館

       １３：１５発

安住中里会館

１３：４０発

置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面）

日（木）までの日曜・月曜を除く

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。
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」開催近

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。

子ども七夕まつり＆盆踊り  

子ども夏まつり＆盆踊り   

おけと子ども七夕まつり   

親子ふれあいまつり＆盆踊り 

札幌学院大学の「考古学実習

８月８日（火）～８月１５日（火

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

をよろしくお願いいたします。 

のおしらせ 前月号に記載しましたが再度お知らせします。

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

１０：００～１２：００  午後

８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８

１８：００～２１：００ 

（金）までの火曜から金曜（８／１５（火）は休館します。）

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

境野公民館  

１３：１５発

安住中里会館 → 置戸水泳プール

１３：４０発   １３：５０着

置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面）

日曜・月曜を除く

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。

開催近づく♪

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。

  ８月１３日（日）１３：３０～

   ８月１４日（月）１５：３０～

 ８月 ７日（月）１６：００～

 ８月１４日（

考古学実習

８月８日（火）～８月１５日（火）までの期間、札幌学院大学

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

前月号に記載しましたが再度お知らせします。

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

午後 １３：００～１７：００

８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８

（８／１５（火）は休館します。）

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

  → 豊住会館

１３：１５発   １３：２０発

置戸水泳プール

１３：５０着

置戸水泳プール１６：３０発（秋田・勝山方面） 

日曜・月曜を除く期間

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。

♪ 

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。

８月１３日（日）１３：３０～

８月１４日（月）１５：３０～

７日（月）１６：００～

８月１４日（月）１６：００～

考古学実習」を

の期間、札幌学院大学

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

前月号に記載しましたが再度お知らせします。

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

１３：００～１７：００

８／１４（月）、１５（火）、２１（月）、２８（月） 

（８／１５（火）は休館します。）

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。

豊住会館  

１３：２０発

置戸水泳プール 

１３：５０着 

期間 

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。
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８月１４日（月）１５：３０～

７日（月）１６：００～

）１６：００～

を行います

の期間、札幌学院大学

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

前月号に記載しましたが再度お知らせします。

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。

１３：００～１７：００

（８／１５（火）は休館します。）

水温が低い場合など、開館できない場合は赤旗でお知らせいたします。 

  → 置戸水泳プール

１３：２０発  １３：３０着

また、プールが臨時休館の場合はプールバスも運休します。 

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。

８月１３日（日）１３：３０～ 
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います 

の期間、札幌学院大学学生による

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

前月号に記載しましたが再度お知らせします。

置戸町水泳プールが７月１日よりオープンしています。開館予定は下記のとおりです。 

１３：００～１７：００ 
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１３：３０着 

今年も各地区でふるさとまつりを開催します。当日は楽しい催し物などを用意していますので、

月２０日の町広報の折り込みチラシをご覧ください。 

による

発掘（考古学）調査の実習が勝山地区で開催されます。置戸町の皆さん、学生さん

前月号に記載しましたが再度お知らせします。 

置戸水泳プール 

 



 

森林工芸館
 

「

 

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

て少しだけ

す！！

 

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

ト＆デザイン

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

す。モノづくりワークショップでは

 

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

さい。
 

日

   
 

時

    
 

場
 

対
 

定
 

参加費：①１部１００円

    
 

講

 

 

 

 

丹野氏プロフィール

1951

1973

1973

1980

オケクラフトセンター

森林工芸館

「どま塾
 

 森林工芸館・どま工房では

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

て少しだけ手間

す！！ 

 トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

ト＆デザイン

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

す。モノづくりワークショップでは

 参加受付は

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

さい。 
 

日 程：８月１９日

    ８月２０日
 

時 間：①  

  

    ②１０：００〜１６：００
 

場 所：①どま工房
 

対 象：①制限なし
 

定 員：①定員なし
 

参加費：①１部１００円

     ②６
 

講 師：丹野則雄

丹野氏プロフィール

1951 年 旭川市生まれ

1973 年 北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン

専門学校）卒

1973 年～77

1980 年 クラフト＆デザインタンノ設立

オケクラフトセンター

森林工芸館 

塾」開催

森林工芸館・どま工房では

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

手間ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

ト＆デザイン タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

す。モノづくりワークショップでは

参加受付は８月４日

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

８月１９日(

８月２０日

 【１部】１８：３０〜２０：００

 【２部】２０：００〜２２：００

②１０：００〜１６：００

所：①どま工房 

象：①制限なし 

員：①定員なし 

参加費：①１部１００円

②６,０００円

師：丹野則雄 (クラフト＆デザイン

丹野氏プロフィール 

旭川市生まれ

北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン

専門学校）卒

77 年 ㈱インテリアセンター勤務

クラフト＆デザインタンノ設立

オケクラフトセンター

開催のお

森林工芸館・どま工房では８月

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

す。モノづくりワークショップでは

日(金)〜８月１０

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

(土)…トークイベント

８月２０日(日)…モノづくりワークショップ

１８：３０〜２０：００

２０：００〜２２：００

②１０：００〜１６：００

 ②森林工芸館木工室

 ②１８歳以上の置戸町民

 ②８名 

参加費：①１部１００円 ２部５００円

０００円(材料代、保険費込み

クラフト＆デザイン

 

旭川市生まれ 

北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン

専門学校）卒 

㈱インテリアセンター勤務

クラフト＆デザインタンノ設立

オケクラフトセンター森林工芸館

のお知らせ

月１９日(土

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

す。モノづくりワークショップでは丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

〜８月１０日(木

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

…トークイベント

…モノづくりワークショップ

１８：３０〜２０：００

２０：００〜２２：００

②１０：００〜１６：００ (昼休憩およそ１時間含む

②森林工芸館木工室

②１８歳以上の置戸町民

２部５００円 (

材料代、保険費込み)

クラフト＆デザイン タンノ

北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン

㈱インテリアセンター勤務

クラフト＆デザインタンノ設立 

森林工芸館     
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土)と２０

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

木)です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館

…トークイベント(①

…モノづくりワークショップ

１８：３０〜２０：００ 

２０：００〜２２：００ 

昼休憩およそ１時間含む

②森林工芸館木工室 

②１８歳以上の置戸町民 

(軽食費込み)

) 

タンノ) 

北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン

㈱インテリアセンター勤務 

 

   開館時間

定休日 

２０日(日)の２

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

いただきますので、参加を希望される方はお早めに森林工芸館(

) 

…モノづくりワークショップ(

昼休憩およそ１時間含む) 
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北海道デザイン研究所（現北海道造形デザイン 

時間 午前１０

  毎週水曜日

２日間

にわたり、木のことやモノづくりのこと、海外の木工のことなど皆

さんと楽しくお話しするトークイベントと手道具と木工機械を使っ

ひまかけたモノづくりをする「どま塾」を開催しま

トークイベントとモノづくりの講師には旭川で金具を使わず木材

だけにこだわり、面白い仕掛けでカードケースを製作する「クラフ

タンノ」の丹野則雄さんをお招きし、自身のモノづく

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

(５２－３１７０

(②) 

 

 

 

 

 

 

 

１０時～午後

毎週水曜日（祝日

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

５２－３１７０)までご連絡くだ

午後６時 

祝日を除く）、

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！

です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

までご連絡くだ

）、年末年始

りに対する思いやこれまでの仕事の話、親交の深いスウェーデンでの木工の話などをお聞きしま

丹野さんの代名詞でもある「カードケース」を製作します！  

です。申込先着順で定員になり次第締め切らせて

までご連絡くだ
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日本の手仕事道具秋岡コレクション

No.25
 

 

具

信仰用具類」を発刊しましたのでお知らせ

します。

No.25

道具では、棹秤と呼ばれる道具を中心に両

替屋の天秤などを掲載し、信仰用具では古

い絵馬を中心に精巧に作られたワラ人形

などを掲載します。秤や天秤、絵馬は現代

においても使用される場面はありますが、

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

目にする資料だからこそ

 

税込価格

 

「
 

 

育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しま

す。木材に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、モノづくり

をしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えてみませんか？
 

募集人員

研修期間

研修内容

研修場所

応募資格

      

       

応募方法

募集期限

選考方法

 

お問合せ先

             

             

             

森林工芸館

日本の手仕事道具秋岡コレクション

No.25「

 この度、森林工芸館では日本の手仕事道

具 −秋岡コレクション−

信仰用具類」を発刊しましたのでお知らせ

します。 

No.25「計量道具、信仰用具類」の計量

道具では、棹秤と呼ばれる道具を中心に両

替屋の天秤などを掲載し、信仰用具では古

い絵馬を中心に精巧に作られたワラ人形

などを掲載します。秤や天秤、絵馬は現代

においても使用される場面はありますが、

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

目にする資料だからこそ

 日本の手仕事道具

税込価格1,500

「オケクラフト
 

 町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれる人材を

育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しま

す。木材に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、モノづくり

をしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えてみませんか？

募集人員  

研修期間  

研修内容  

研修場所  

応募資格  

      

       

応募方法  

募集期限  

選考方法  

お問合せ先  

             

             

             

森林工芸館 

日本の手仕事道具秋岡コレクション

「計量道具

この度、森林工芸館では日本の手仕事道

秋岡コレクション−

信仰用具類」を発刊しましたのでお知らせ

「計量道具、信仰用具類」の計量

道具では、棹秤と呼ばれる道具を中心に両

替屋の天秤などを掲載し、信仰用具では古

い絵馬を中心に精巧に作られたワラ人形

などを掲載します。秤や天秤、絵馬は現代

においても使用される場面はありますが、

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

目にする資料だからこそ

日本の手仕事道具 −

1,500円(町民価格

オケクラフト

町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれる人材を

育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しま

す。木材に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、モノづくり

をしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えてみませんか？

  ３名以内

  ２年間（塾長が必要と認めた場合に限り１年の延長可）

  木材やデザインに関する座学とオケクラフトの生産実習

  森林工芸館・共同工房・町内個人工房ほか

  ■年齢－４５歳以下（原則）

      ■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

  履歴書・応募理由を記載し、郵送または持参

  平成２９年１０月２２日（日）

  書類審査・面接審査・簡単な木工実技審査

  〒099-

             

             

             

日本の手仕事道具秋岡コレクション

計量道具、信仰用具類

この度、森林工芸館では日本の手仕事道

秋岡コレクション− No.25「計量道具、

信仰用具類」を発刊しましたのでお知らせ

「計量道具、信仰用具類」の計量

道具では、棹秤と呼ばれる道具を中心に両

替屋の天秤などを掲載し、信仰用具では古

い絵馬を中心に精巧に作られたワラ人形

などを掲載します。秤や天秤、絵馬は現代

においても使用される場面はありますが、

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

目にする資料だからこそ、普段は気に留めることのない歴史に興味を持つことができます。

−秋岡コレクション

町民価格1,000

オケクラフト作り

町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれる人材を

育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しま

す。木材に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、モノづくり

をしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えてみませんか？

３名以内 

２年間（塾長が必要と認めた場合に限り１年の延長可）

木材やデザインに関する座学とオケクラフトの生産実習

森林工芸館・共同工房・町内個人工房ほか

■年齢－４５歳以下（原則）

■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

履歴書・応募理由を記載し、郵送または持参

平成２９年１０月２２日（日）

書類審査・面接審査・簡単な木工実技審査

-1100 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

             TEL

             Email

日本の手仕事道具秋岡コレクション 

信仰用具類

この度、森林工芸館では日本の手仕事道

「計量道具、

信仰用具類」を発刊しましたのでお知らせ

「計量道具、信仰用具類」の計量

道具では、棹秤と呼ばれる道具を中心に両

替屋の天秤などを掲載し、信仰用具では古

い絵馬を中心に精巧に作られたワラ人形

などを掲載します。秤や天秤、絵馬は現代

においても使用される場面はありますが、

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

普段は気に留めることのない歴史に興味を持つことができます。

秋岡コレクション− 

1,000円)です。購入ご希望の方は

り手養成塾

町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれる人材を

育てるため、来年度の「オケクラフト作り手養成塾」塾生を募集しま

す。木材に興味のある方、オケクラフトに興味のある方、モノづくり

をしてみたい方など、大歓迎ですので、真剣に考えてみませんか？

２年間（塾長が必要と認めた場合に限り１年の延長可）

木材やデザインに関する座学とオケクラフトの生産実習

森林工芸館・共同工房・町内個人工房ほか

■年齢－４５歳以下（原則）

■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

履歴書・応募理由を記載し、郵送または持参

平成２９年１０月２２日（日）

書類審査・面接審査・簡単な木工実技審査

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

TEL：0157-52

Email：kougeikan@town.oketo.hokkaido.jp
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信仰用具類」

どのような背景でそれらが生まれたのか、本来はどのような意味を持って使用されていたのか、

普段は気に留めることのない歴史に興味を持つことができます。

 No.25「計量道具、信仰用具類

です。購入ご希望の方は

手養成塾」

町では、オケクラフトの振興やまちづくりに寄与してくれる人材を
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■児童書■

靴屋のタスケさん（角野栄子）この本をかくして（マーガレット・ワイルド）

■一般書■

（

札幌へ

（スタンフォード大学医学部教授

もう孫育てで悩まない！祖父母＆親世代の常識ってこんなにちがう？祖父母手帳（小児科専門医

森戸やすみ監修）

■読み物■

フェイスレス（黒井卓司）エーゲ海に強がりな月が（楊逸）あなたの隣にいる孤独（樋口有介）
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ダイエット、体力向上、柔軟
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適切な助言をもらえます。
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受けられます。
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