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11 月の休館日情報 
 

・中央公民館 11/6,13,19,23,27 

・地区公民館 11/3,5,6,12,13,19,20,23,26,27 

・町立図書館 11/3,6,13,20,23,27,30 

・スポーツセンター 11/3,6,13,20,23,27 

 生涯学習だより 

 

 

 

 

 

第２０回記念おけとウルトラパークゴルフ大会 
 

９月３０日（土）、１０月１日（日）に「第２０ 

回記念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１０１名の選手が参加し、２日間で 

１０コースの「ウルトラ」大会で腕を競いました。 

２日とも晴天に恵まれ、絶好のパークゴルフ日和 

となり、参加した選手の皆さんは日頃の練習成果を 

十分発揮され１打を争う白熱したプレーが繰り広げ 

られました。 

一般の部では、山中選手（清里）が優勝、女子の 

部では、財原選手（北見）が大会２連覇、シニア男 

子の部では、吉田選手（弟子屈）がプレーオフを制

して優勝を飾りました。 

一般の部 女子の部 シニア男子の部 

優 勝 【内閣総理大臣賞】

山中 義和(清里) ２４２打 

優 勝 【文部科学大臣賞】

財原 良子(北見) ２５３打 

優 勝 【北海道知事賞】 

吉田 弘康(弟子屈)２４９打 

準優勝  

山崎 和彦(北見) ２４５打 

準優勝  

岡崎 泰子(北見) ２５８打 

準優勝  

富川 勝次(北見) ２４９打 

第３位  

高橋  徹(訓子府)２４５打 

第３位  

田房 朝江(北見) ２６１打 

第３位  

佐々木勝昭(北見) ２５３打 
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パークゴルフ場クローズのお知らせ 
 

おけとパークゴルフ場は１１月５日（日）、勝山パークゴルフ場は１１月３日（金）を最終日とし
て今シーズンの営業を終了します。 

今年も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。 
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図書館 
 

～小学生のみなさんへ～ 「おけとこどもの本だな」の中からどくしょクイズです 

☆しめきりは１１月１８日（土）まで☆ 

図書館では、読書週間（１０／２７～１１／９）にあわせて「どくしょクイズ」をおこないます。 

学年ごとに、１冊の本から２もんずつクイズをだします。【     】の中に入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」の本から出しています。（もんだいのよこの「え」がその本のヒ

ントだよ） 

こたえは、図書館か小学校に出してください。２もんともあっていた人は、きねんひんが

あたるよ！１２月の「つくし」で正かいをはっぴょうします。 

１年生のもんだい ヒント ４年生の問題 ヒント 

みんな【      】のに、一ぴき 

だけは からすがいよりも まっく

ろ 

 おばあさんは、【      】が 

とても じょうずでした。 

 

みんないっしょに およぐんだ。 

うみでいちばん【       】 

さかなの ふりして。 

大きな 【      】のような 

ふしぎな ひこうきは、みごとに 

そらに うきました。 

２年生のもんだい ヒント ５年生の問題 ヒント 

こころをすてちまったの！ 

じゃ、これからずーっと、【    】 

ひは いちども こないんだね 

 水の分子は、まるで【     】 

のように、おたがいにくっつこうと 

します。 

 

すてたのは、【      】こころ 

だけの つもりだったからです。 

水がガラスの管の中をのぼるの 

も、この【      】があるため 

です 

３年生の問題 ヒント ６年生の問題 ヒント 

スーホが、心をこめて せわした 

おかげで、【      】は、 

りっぱに そだちました。 

 何億、何十億年の昔、わたしたち 

の地球は、まっかにもえた 

【      】でした。 

 

やがて、スーホの作りだした 

【      】は、ひろいモンゴル 

の草原じゅうに、ひろまりました。 

 【      】は、ごく少しまえに 

あらわれてきたにすぎない、と 

いえるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

①「私のおすすめ本」②「本・絵本の主人公

や作者への手紙」③「本の好きなところの書き

写し」④「心に残った場面を、絵や詩、短歌、

俳句、川柳などで表現」、４つのジャンルがあ

ります。 

用紙は自由です。ふるって応募ください。 

応募締め切りは１１月２６日（日）までです。 

☆おはなしかい 

と き：１1月４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 

と き：１1月１８日（土）午前１１時から 

ところ：しゅうかいしつ 

税の書道展 

と き １１月１日（水）～１４日（火） 

ところ  図書館集会室にて 
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公民館・社会教育 
 

第４２回町民文化祭 
主催：置戸町文化連盟、置戸町中央公民館 

期 間：１０月２４日（火）～１１月２６日（日） 

会 場：置戸町中央公民館 
 

●展示部門（火～土曜日：９：００～２１：００、日曜・祝日：９：００～１８：００） 

１１月５日(日)まで 
一般展示：町内グループ・個人の多彩な作品を展示 

特別展示：「『食』の郷土資料館」 

●舞台発表 

１１月３日(金) １０:００～  （昼休み １１：４５～１２：４５） 

〇第１部（１０:００～１１:５０）      〇第２部（１２:４５～１４:３５） 

１０：００ 秋田なまはげ太鼓の会      １２：４５ 会場合唱 

１０：１５ 文化賞表彰式          「まぁるい日々」を歌いましょう 

１０：３０ あこーる～和楽器の会      １２：５０ 特別ゲスト 

１０：４５ 吟詠会             「民謡桜勝会」子ども民謡 

１１：００ 中学校リコーダー部       １３：２０ 秋田 K 音楽部 

１１：１５ フラサークル置戸①       １３：３５ OKETO リズム体操① 

１１：２５ 民謡踊りの会          １３：４５ フラサークル置戸② 

１１：３５ 置戸山神太鼓愛好会       １３：５５ 詩舞の会 

   １４：１０ OKETO リズム体操② 

※演奏中はマナーを守ってご鑑賞ください。     １４：２０ コーラスサークルそよかぜ 

※出演時間は多少前後することがあります､ご了承ください。 

 
 

 

 

 

 

問合せ先：中央公民館 電話：５２－３０７５ 
 

●アニメ映画上映会「この世界の片 隅

かたすみ

に」 
   昭和２０年､広島・呉。わたしは ここで 生きている。 

と き １１月１７日(金)１８：３０ 開演（上映 130分） 

        １８日(土) ９：３０ 開演 
ところ 中央公民館講堂 / 入場料 おとな５００円 ・ 小中高校生２００円（当日受付支払） 

 

●協賛事業（食の未来を考える会主催）講演会 

田所かおりさんに学ぶ 「遺伝子組み換え食品・食糧自給率」 

と き１１月８日（水） １８：３０～１９：３０ 

バザー（１１：００～１３：３０） 

毎年大人気の“食改さん”による 

「うどん・そば」（各２５０円） 

※チケットは中央公民館で発売中！！ 

（当日券は限りがあります） 

喫茶コーナー（９：３０～１３：３０） 

キッチン木の実によるコーヒー等の飲み物販売 

お茶会（１０：３０～１４：００） 

年に一度のお楽しみ。お作法がわからなくても 

大丈夫。お気軽にどうぞ（無料） 
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公民館・社会教育 
 

ハンター先生と英語を好きになろう！！ 

英語を難しいとは思っていませんか？？ 

そんなあなたに、ハンター先生が優しく教えてくれますよ！！ぜひ、ご参加ください。  
 

と き  １１月１４日（火）～１６日（木） 午後７時から（２時間程度） 

       ※３日間連続の教室になります。 

ところ  中央公民館 

対象者  町内在住者の高校生以上（町内在勤・在学の方も可） 

定 員  １０名 

講 師  ハンター・Ｈ・オバーグ氏 

申込み  １１月９日（木）午後３時まで中央公民館（℡52－3075）に 

ご連絡ください。 

 

来年度の平成３０年､置戸町の公民館は７０周年を迎えます 

来年は､置戸町公民館条例策定の１９４８年(昭和２３年)から７０年の節目の年。 

「戦後の地域の復興は教育の力で」。国の法制定や全国の動きに先駆けた､早い取り組みでした。

以来､「地域づくりは人づくり」を合言葉に､公民館を拠点として､様々な地域活動が行われてきま

した。 

公民館７０周年をどんな形で迎えるか､現在関係者の間で検討中です。どんなことでもかまいま

せん。ご意見ご要望などありましたら､公民館か公民館運営審議会委員まで､どうぞ声をお寄せく

ださい。 

 

社会体育 
 

引き続きストレッチポール教室開催中です！！ 
  

背中や腰のだるさ、違和感はありませんか？？ストレッチポールを使うことによって全身がリ

ラックスし、体の歪みを改善することができます。 

短時間の簡単なエクササイズで体の歪みを一緒に改善しませんか？？前回参加された方・初心

者の方も大歓迎です！！ぜひご参加ください。 

 
 

と   き １１月の毎週火曜日 

     午後７時～７時３０分 

と こ ろ スポーツセンター トレーニング室 

定   員 １回につき５名（先着順） 

講   師 ＡＢＣサポート 阿部 修久 氏  

そ の 他 詳細及び申込方法につきましては 

     中央公民館（52-3075）までにご連絡ください。 
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社会教育関係団体 
 

 芸文協３０周年記念事業  加藤登紀子～歌がたりｉｎ置戸～公演 

置戸町芸術文化鑑賞協会では、設立３０周年を記念

して１０月８日（日）に「加藤登紀子～歌がたりｉｎ

置戸～」公演を開催し、約３００名が来場されました。 

加藤登紀子さんは、平成４年にも置戸町で公演し２

５年振りのコンサートとなり、昔と変わらず「百万本

のバラ」や「知床旅情」など代表曲を熱唱され、会場

は大いに盛り上がりを見せました。 

 

 

置青協事業「ＯＫＥＴＯＢＡＲ ＦＥＳＴ～２ｎｄ～」 

置戸町青年団体連絡協議会では、昨年７０周年記念

事業で初開催した青年交流イベント「OKETOBAR FEST」

の第２弾を１０月１４日（土）に開催しました。当日

は約３０名の参加があり、置青協手作りのピザやポテ

トサラダなどで交流しました。 

参加者からは「料理がおいしかった」「来年も開催

してほしい」など嬉しい言葉をいただくことができ、

置青協会員からも「３弾、４弾と続けられるよう頑張

っていきたい」「置戸町の１０月といえば OKETOBAR FEST にしていきたい」など前向きな声を聞

くことができました。 

 

 

《予告》 今年度・第３９回全町女性交流会は､１２月３日(日)午前中､ 

平野毅教育長をメイン講師に開催されます 
 

今年度も半日日程です。前半は「子どもと地域」をテーマに平野教育長の講話を､後半はティー

タイムの後､軽く動いて体をほぐしましょう。 

※詳しくは､１１月２０日号の広報折込チラシご参照のうえお申し込みください。 

 

 

スポーツ少年団 運動適正テスト（体力測定）のご案内 
 

スポーツ少年団協議会では、各スポーツ少年団で活動する小学生を対象に体力測定を行います。

自分たちの体力が向上したか、どんな運動が得意なのかなど、見極めてほしいと思います。 

 

日 時 １１月２６日（日） 開会式９：３０～（選手集合９：００） 

会 場 置戸町ファミリースポーツセンター アリーナ 

対 象 町内のスポーツ少年団員 

種 目 ①立ち幅跳び ②上体起こし ③腕立て伏せ ④時間往復走 ⑤５分間走 

申 込 １１月１５日（水）までに各スポーツ少年団へお申し込みください。 
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 スポーツセンタートレーニング室 １１月日程のお知らせ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１ 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田・上野） 1５ 

（水） 

どんぐり長時間園児 15：30 

２ 

（木） 

拓実１６：00（渡辺） 
１６ 

（木） 

北光 1６：20（倉本） 

雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上） 

７ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：５0 

常盤 16：45（工藤） 

１７ 

（金） 

置戸小学級文庫 1４：20 

８ 

（水） 

秋田市街 1４：３0 ２１ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

ほのか 16：00 

９ 

（木） 

置戸小１・２・３年 14：00 

くるみの会 1６：00 
２４ 

（金） 

置戸小１・２・３年 14：00 

境野公民館 17：00 

１0 

（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 

２８ 

（火） 

くるみの会書架入替・児童貸出 14：３0 

 

１４

（火） 

置戸中学級文庫 1５：35 

 

２９ 

（水） 

どんぐり 1４：00 

（絵本コーナー入替と短時間園児） 

 
 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■こうさぎと４ほんのマフラー（わたりむつこ）カラスだんなのはりがねごてん（井上

よう子）ぼくたちの相棒（ケイト・バンクス＆ルパート・シェドレイク） 

■一般書■小麦１トンどり（高橋義雄）くらべる時代昭和と平成（おかべたかし）英語で１流を

育てる（廣津留真理）子ども格差の経済学（橘木俊詔）木の国の物語（中嶋尚志）ピアニストだ

って冒険する（中村紘子）世界でいちばん美しい街、愛らしい村（ＭｄＮ編集部）アメリカは尖

閣を守るか（大島隆）ニッポンの地方野菜（内田悟）２０５０年の技術（英「エコノミスト」編

集部）「生産性」をあげる技術（石田淳）尾木のままで言わせていただくワ（尾木直樹）今日、

見に行くことができる国宝・重要文化財レトロ建築（伊藤隆之）しゃがむ力（中村考宏） 

■読み物■いくさの底（古処誠二）ほしのこ（山下澄人）マツリカ・マトリョシカ（相沢沙呼）

岩塩の女王（諏訪哲史）つぼみ（宮下奈都）戦国、夢のかなた（岡本さとる） 

日 月 火 水 木 金 土 

   
1 2 3 4 

     
休館日 

 
5 6 7 8 9 10 11 

 
休館日 ○ 

  
△  

12 13 14 15 16 17 18 

 
休館日 ○ 

  
△  

19 20 21 22 23 24 25 

 
休館日 ○ 

 
休館日 △  

26 27 28 29 30 
  

 

 

 
休館日 ○     

ダイエット、体力向上、柔軟

性向上など目標を決めると

適切な助言をもらえます。 

※由利先生の指導時間 

△10 時～12 時 

 ○10 時～12 時と 

14 時～16 時 

※阿部先生の指導時間 

○18 時 30 分～ 

20 時 30 分 

 
 


