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ロビーで「小さな博物館のたくさんあるまちづくり」と題してワークショップ

交流協定を結んでいる札幌学院大学の鶴丸学長から置戸の無限の可能性について

て元美幌博物館の小林館長と元釧路市立博物館の西館長をゲストに迎え､近隣町の取

にも耳を傾けながら､参加者からも意見をもらい､地域の歴史や文化を次世代の子どもたちに手

渡していく方策を考える貴重な時間となりました。
 

 

  

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

なくなっている

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

なった。

齢を重ねるにつれ一層

との出会いも、

と

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

あって、私より年上の方々がいとも簡単
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  歳を重ねるにつれ

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

なくなっている

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

なった。 

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

齢を重ねるにつれ一層

との出会いも、

と素直に向き合える年齢になったからなのだろう

また、自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

あって、私より年上の方々がいとも簡単

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

文化連盟主催

午後
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コラム No,5 

歳を重ねるにつれ

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

なくなっている発見が押し寄せるようになった。

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

齢を重ねるにつれ一層

との出会いも、今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。

素直に向き合える年齢になったからなのだろう

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

あって、私より年上の方々がいとも簡単

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。
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午後は鶴丸学長
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歳を重ねるにつれ                

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

発見が押し寄せるようになった。

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

齢を重ねるにつれ一層の輝きを増して

今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。

素直に向き合える年齢になったからなのだろう

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

あって、私より年上の方々がいとも簡単

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

文化連盟主催「歴史探訪

鶴丸学長
８月２０日

午前と午後

午前中は､文化連盟が呼びかけた､置戸の開拓の始まりに

ふれる「歴史探訪ツアー」。高橋和夫さんの解説と田村会

長の案内で､境野から秋田地区を福祉バスでめぐり､郷土史

研究会が設置した石碑を中心に､約１２０年前の開拓当初

の歴史に思いを馳せました。引き続き､午後には

ロビーで「小さな博物館のたくさんあるまちづくり」と題してワークショップ

交流協定を結んでいる札幌学院大学の鶴丸学長から置戸の無限の可能性について

て元美幌博物館の小林館長と元釧路市立博物館の西館長をゲストに迎え､近隣町の取

にも耳を傾けながら､参加者からも意見をもらい､地域の歴史や文化を次世代の子どもたちに手

渡していく方策を考える貴重な時間となりました。

                

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

発見が押し寄せるようになった。

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

の輝きを増して映り、沁み入るようになった。人との出会い、生き物たち

今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。

素直に向き合える年齢になったからなのだろう

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

あって、私より年上の方々がいとも簡単にやってしまう光景をよく目にする。

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

歴史探訪

鶴丸学長の「小
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９月の休館日情報
 

・中央公民館

・地区公民館

 （9/18 秋田・境野は健康と長寿を祝う集い）

・町立図書館

・スポーツセンター

８月２０日(日

午前と午後にかけて開催されました。

午前中は､文化連盟が呼びかけた､置戸の開拓の始まりに

ふれる「歴史探訪ツアー」。高橋和夫さんの解説と田村会

長の案内で､境野から秋田地区を福祉バスでめぐり､郷土史

研究会が設置した石碑を中心に､約１２０年前の開拓当初

の歴史に思いを馳せました。引き続き､午後には

ロビーで「小さな博物館のたくさんあるまちづくり」と題してワークショップ

交流協定を結んでいる札幌学院大学の鶴丸学長から置戸の無限の可能性について

て元美幌博物館の小林館長と元釧路市立博物館の西館長をゲストに迎え､近隣町の取

にも耳を傾けながら､参加者からも意見をもらい､地域の歴史や文化を次世代の子どもたちに手

渡していく方策を考える貴重な時間となりました。 

                

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

発見が押し寄せるようになった。そうなると、何をするにも自分の体を意識し、

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

映り、沁み入るようになった。人との出会い、生き物たち

今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。

素直に向き合える年齢になったからなのだろう。６４歳、そんな幸せな今を迎えている。

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

にやってしまう光景をよく目にする。

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

歴史探訪ツアー

小さな博物館

休館日情報 

中央公民館 9/4,11,17,18,23,25

地区公民館 9/3,4,10,11,17,18,23,24,25

秋田・境野は健康と長寿を祝う集い）

図書館 9/4,11,18,19,20,21,22,23,25

スポーツセンター 9/4,11,17,18,23,25

日)は､置戸の歴史と文化にふれる催し物が､

かけて開催されました。

午前中は､文化連盟が呼びかけた､置戸の開拓の始まりに

ふれる「歴史探訪ツアー」。高橋和夫さんの解説と田村会

長の案内で､境野から秋田地区を福祉バスでめぐり､郷土史

研究会が設置した石碑を中心に､約１２０年前の開拓当初

の歴史に思いを馳せました。引き続き､午後には

ロビーで「小さな博物館のたくさんあるまちづくり」と題してワークショップ
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て元美幌博物館の小林館長と元釧路市立博物館の西館長をゲストに迎え､近隣町の取

にも耳を傾けながら､参加者からも意見をもらい､地域の歴史や文化を次世代の子どもたちに手

 

                

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、

そうなると、何をするにも自分の体を意識し、

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

映り、沁み入るようになった。人との出会い、生き物たち

今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。

６４歳、そんな幸せな今を迎えている。

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

いと感じたり、自分もと憧れることがとても多くなった。 

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

にやってしまう光景をよく目にする。

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

ツアー」で町内

博物館」

9/4,11,17,18,23,25 

9/3,4,10,11,17,18,23,24,25

秋田・境野は健康と長寿を祝う集い）

9/4,11,18,19,20,21,22,23,25

9/4,11,17,18,23,25 

は､置戸の歴史と文化にふれる催し物が､

かけて開催されました。

午前中は､文化連盟が呼びかけた､置戸の開拓の始まりに

ふれる「歴史探訪ツアー」。高橋和夫さんの解説と田村会

長の案内で､境野から秋田地区を福祉バスでめぐり､郷土史

研究会が設置した石碑を中心に､約１２０年前の開拓当初

の歴史に思いを馳せました。引き続き､午後には

ロビーで「小さな博物館のたくさんあるまちづくり」と題してワークショップ

交流協定を結んでいる札幌学院大学の鶴丸学長から置戸の無限の可能性について

て元美幌博物館の小林館長と元釧路市立博物館の西館長をゲストに迎え､近隣町の取

にも耳を傾けながら､参加者からも意見をもらい､地域の歴史や文化を次世代の子どもたちに手

                教育長

子どもの頃は「できるようになった」と感動する嬉しい発見が多かった。でも、４０歳を過ぎ

たあたりから「できなくなった」という全く逆の発見をするようになった。そして、６０歳を過

ぎてからは「前屈する・ジャンプする・腕を振上げる」という、実に日常的な簡単な行動

そうなると、何をするにも自分の体を意識し、

さらに疲れやすくなってもいるので億劫さが増し、怠惰につながってしまう。齢

とはこういうことなんだという発見をし、日によっては執拗に「老い」を意識させられる年齢と

その一方で、うれしい発見も増えた。齢をとると涙もろくなるというけれど、目にする自然が

映り、沁み入るようになった。人との出会い、生き物たち

今までと違う色彩を放って目に映り、心に響いてくる。それはきっと、自分の心

６４歳、そんな幸せな今を迎えている。

自分が齢をとり、「老い」を自覚すると悲しいが、自分より年齢が上の方々をかっこい

年齢とともに身体的機能は衰えるというが、職人・音楽家・画家など多くの方々は厳しい時間

の連続の中で強い意志を保ち続け、熟練された技を修得し続ける。そうして、その姿は誰もが尊

敬する存在となり、実にかっこいい。身近な場面でも若さでは太刀打ちできない作業がいっぱい

にやってしまう光景をよく目にする。

齢をとることは満更でもない。置戸にも私にとってかっこいい存在の先輩が少なくない。

町内をめぐり

」構想に

9/3,4,10,11,17,18,23,24,25 

秋田・境野は健康と長寿を祝う集い） 

9/4,11,18,19,20,21,22,23,25 

 

は､置戸の歴史と文化にふれる催し物が､

かけて開催されました。 

午前中は､文化連盟が呼びかけた､置戸の開拓の始まりに
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各部門上位入賞者及びホールインワン賞、参加賞（第

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

添えて申し込んでください。

詳しくは、教育委員会 社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）
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レッドロケッツバレーボール

日本女子バレーボールチーム『ＮＥＣレッド 

ロケッツ』の公開練習・バレーボール教室が、 

８月１３日（日）ファミリースポーツセンター 

で開催され、置戸町バレーボール少年団、置戸 

中学校バレーボール部等、約８０名が参加しま 

トップ選手からのアドバ 

イスを受けるなど充実した教室となりました。 

また、教室後には昼食交流会が行われ、選手 

駅伝競走大会参加者募集

小雨決行 

８時４０分開会式  

スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース

コースを１人１周して総合タイムを競います。）

一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門

部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰します。

教育委員会社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７

※参加申込は９月１４日（木）締切です。

※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。

おけとウルトラパークゴルフ
土) ９時

日) ９時

①一般の部（性別、年齢制限なし） 

②シニア男子の部（９月３０日時点で６５歳以上）

各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー

（５コース４５ホールを２日間） 

内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか

各部門上位入賞者及びホールインワン賞、参加賞（第

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

添えて申し込んでください。
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レッドロケッツバレーボール
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スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース

コースを１人１周して総合タイムを競います。）

一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門

部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰します。

教育委員会社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７

※参加申込は９月１４日（木）締切です。 

※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。

おけとウルトラパークゴルフ
時３０分 受付開始

時００分 競技開始

②シニア男子の部（９月３０日時点で６５歳以上）

各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー

内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか

各部門上位入賞者及びホールインワン賞、参加賞（第

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

添えて申し込んでください。 

社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）

レッドロケッツバレーボール教室 

駅伝競走大会参加者募集

９時３０分競技開始

スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース

コースを１人１周して総合タイムを競います。）

一般の部（年齢不問）、中学生の部、小学生の部の３部門 

部門ごとに１～３位及び最高ラップを表彰します。 

教育委員会社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７

※締め切り厳守願います。当日飛び入り参加不可。 

おけとウルトラパークゴルフ大会参加者募集
受付開始 １１時３０分開会式

競技開始 【小雨決行】

②シニア男子の部（９月３０日時点で６５歳以上） 

各部門とも１０コース９０ホールのストロークプレー 

内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか

各部門上位入賞者及びホールインワン賞、参加賞（第２０回大会記念品）等

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）

駅伝競走大会参加者募集 

９時３０分競技開始 

スポーツセンターと中央公民館の中通り起点の１．９㎞周回コース 

コースを１人１周して総合タイムを競います。）

 

教育委員会社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７

大会参加者募集
１１時３０分開会式

【小雨決行】

内閣総理大臣賞（一般の部）、文部科学大臣賞（女子の部）ほか 

回大会記念品）等

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）

コースを１人１周して総合タイムを競います。） 

教育委員会社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）

大会参加者募集！
１１時３０分開会式 

【小雨決行】 

回大会記念品）等 

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を

社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５）

５） 

！ 
 

大会実行委員会へ９月８日（金）までに大会参加料２，０００円を 

社会教育課へご連絡ください。（電話：５２－３０７５） 
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【芸術鑑賞事業のご案内】
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の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い

ました。

 

にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

ました。２部

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。
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置戸小学校芸術鑑賞

と き  

ところ  

◇「オズの魔法使い」は､約１００年前､アメリカを舞台に誕生した物語

大竜巻に巻き上げられて見知らぬ国へ運ばれた主人公の少女ドロシーは､不思議なオズの

国で､愉快な仲間たちと出会い､冒険を繰り広げます。

夢見る力､生きる力を

↓【ワークショップの様子とパーツ類】

 森林工芸館・どま工房では、８月１９日

の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い

ました。 

 ２部構成で行ったトークイベントでは町内外から沢山の方

にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

ました。２部

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。

森林工芸館 

塾」トークイベントとワークショップの

【芸術鑑賞事業のご案内】

置戸小学校芸術鑑賞
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国で､愉快な仲間たちと出会い､冒険を繰り広げます。
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【ワークショップの様子とパーツ類】

森林工芸館・どま工房では、８月１９日

の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い

２部構成で行ったトークイベントでは町内外から沢山の方

にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

ました。２部では少しリラックスした形をとり、実際の製作

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。

トークイベントとワークショップの

【芸術鑑賞事業のご案内】

置戸小学校芸術鑑賞

９月１１日(月
置戸小学校

◇「オズの魔法使い」は､約１００年前､アメリカを舞台に誕生した物語

大竜巻に巻き上げられて見知らぬ国へ運ばれた主人公の少女ドロシーは､不思議なオズの

国で､愉快な仲間たちと出会い､冒険を繰り広げます。

夢見る力､生きる力を育む素敵な物語を､どうぞ子どもたちと一緒にお楽しみください。

【ワークショップの様子とパーツ類】

森林工芸館・どま工房では、８月１９日

の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い

２部構成で行ったトークイベントでは町内外から沢山の方

にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

では少しリラックスした形をとり、実際の製作

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。

トークイベントとワークショップの

【芸術鑑賞事業のご案内】 ～関心のある方はどなたでも無料で鑑賞できます

当日時間までに会場へお越しください～

置戸小学校芸術鑑賞は､ミュージカル

月)  午前１０時３０分

置戸小学校 体育館
◇「オズの魔法使い」は､約１００年前､アメリカを舞台に誕生した物語

大竜巻に巻き上げられて見知らぬ国へ運ばれた主人公の少女ドロシーは､不思議なオズの

国で､愉快な仲間たちと出会い､冒険を繰り広げます。

素敵な物語を､どうぞ子どもたちと一緒にお楽しみください。

【ワークショップの様子とパーツ類】 

森林工芸館・どま工房では、８月１９日

の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い

２部構成で行ったトークイベントでは町内外から沢山の方

にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

では少しリラックスした形をとり、実際の製作

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。

 ２日目のワークショップでは丹野さんの代名詞である

「カードケース

様々な樹種を見てほしいといった思いから１人２種類の異

なる樹種を選び、丹野さん指導のもと精巧に作られたパーツ

類の組み立てや木工機械での加工などを体験しました。

 森林工芸館・どま工房では、

を参考に、来年以降もどま塾を開催したいと考えております。

どま塾についてのお知らせは、

「つくし」や

しますので

ぜひご参加ください。
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当日時間までに会場へお越しください～

ミュージカル
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◇「オズの魔法使い」は､約１００年前､アメリカを舞台に誕生した物語

大竜巻に巻き上げられて見知らぬ国へ運ばれた主人公の少女ドロシーは､不思議なオズの

国で､愉快な仲間たちと出会い､冒険を繰り広げます。
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モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく

お話するトークイベントと、手道具と木工機械を使って少し

だけ手間ひまかけたモノづくりをするワークショップを行い
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にお越しいただき、スライドを見ながら講師の丹野さんがこ

れまでに製作された作品や海外でのワークショップの様子、

木のモノ作りに対する丹野さん自身の考え方などをお聞きし

では少しリラックスした形をとり、実際の製作

風景を見ながら参加者の方からの質問に答えていただく等、

１部２部を通して近い距離感でのイベントとなりました。

２日目のワークショップでは丹野さんの代名詞である

「カードケース(名刺入れ

様々な樹種を見てほしいといった思いから１人２種類の異

なる樹種を選び、丹野さん指導のもと精巧に作られたパーツ

類の組み立てや木工機械での加工などを体験しました。
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を参考に、来年以降もどま塾を開催したいと考えております。

どま塾についてのお知らせは、

「つくし」や町の広報などに掲載
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の２日間にわたり、「どま塾」を開催しました。木のことや

モノづくりのこと、海外の木工のことなどを皆さんと楽しく
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様々な樹種を見てほしいといった思いから１人２種類の異
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