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12 月の休館日情報 

・中央公民館 12/4,11,17,23,25,29～1/4 

・地区公民館 12/3,4,10,11,17,18,23,24,25,29～1/4 

・町立図書館 12/4,11,18,23,25,28～1/4 

・スポーツセンター12/4,11,18,23,25,28～1/5 

 生涯学習だより 

 

 

 

 
 

第３９回町民文化祭 

 ～たくさんの来場者・出演者で盛りあがる～ 
 

地域文化の伝承、発展、交流を目的として今

年も展示・舞台発表が行われました。 

展示部門では、中央公民館ロビーなどに町民

の力作が展示され、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。 

１１月３日の舞台発表は、約３００名の来場

で賑わい、今年度創立５０周年を迎えた「置戸吟詠会」や、初出場となる「ＯＫＥＴＯリズム体

操」の発表等を見ることができました。とくに特別出演の

「民謡桜勝会」の子ども民謡には、たくさんのあたたかい

声援が送られていました。 

また、お茶会や喫茶コーナー・食改の協力による恒例の

バザーのうどん・そばも好評で、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・ご協力に感謝申し上げ

ます。 
 

第３９回全町女性交流会､開催迫る 
平野毅教育長の熱いメッセージ､どうぞお聴き逃しなく！ 

 

 １２月３日(日)朝９時３０分開会､講演テーマは「子どもたちの未来に思いをはせて」。 

関心ある方は､男女問わず､どなたでもご参加いただけます。 

気になっているけどお申し込みがまだの方､大至急､中央公民館へ 

ご連絡ください（５２-３０７５）。 

参加費３００円は当日支払いです。 

※ 詳しくは､チラシをご参照ください 
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社会教育施設 年末年始の休館日 

中央公民館・地区公民館   １２月２９日(金)～１月４日(木) 

ファミリースポーツセンター １２月２８日(木)～１月５日(金) 

図書館           １２月２８日(木)～１月４日(木) 

森林工芸館         １２月30日(土)～１月２日(火) 

１月３日（水）午前９時より初売り（午前中） 
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１２月のおはなしかい 

と き    12月２日（土） ごぜん１１じ  
 

ばしょ   としょかんおはなしコーナー 

 

※１２月のこどもシアターは「読書感動のひ

ろば作品展」で集会室使用のため中止しま

す。 

年末年始の休館のお知らせ 

 

１２月２８日（木）～１月４日（木）新年は１月５日（金）より通常どおり開館します。 

図書館 
 

～小学生のみなさんへ～  どくしょクイズの答えを発表します 

クイズの答えは、つぎのとおりです。２もんとも答えがあっていた人には、きねんひんをよう

いしました。答えのあっていた人のなまえは、としょかんにはってあります。 

☆きねんひんは冬休みがおわるまでに図書館へ受け取りにきてくださいね☆ 

 

１ねんせいのもんだい こたえ ４年生の問題 答え 

みんな【      】のに、 

一ぴきだけは からすがいよりも 

まっくろ 

あかい 
おばあさんは、【      】が 

とても じょうずでした。 
あみもの 

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。 

おおきな 

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。 

ちょうちょ 

もんだいの本「スイミー」 問題の本「おばあさんのひこうき」 

２年生のもんだい こたえ ５年生の問題 答え 

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 

うれしい 

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。 

磁石 

すてたのは、【      】こころ 

だけの つもりだったからです。 
さびしい 

水がガラスの管の中をのぼるのも 

この【     】があるためです。 
付着力 

もんだいの本「ともだちくるかな」 問題の本「ひとしずくの水」 

３年生のもんだい 答え ６年生の問題 答え 

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。 

子馬 

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。 

火のたま 

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。 

ばとうきん 

【      】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。 

にんげん 

もんだいの本「スーホの白い馬」 問題の本「せいめいのれきし」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書感動のひろば作品展 

「読書・感動のひろば」への作品の応募ありがとう 

ございました。応募いただいた作品は、全て集会室 

に展示いたします。ぜひご観覧ください。 
 

期間  １２月５日（火）から２４日（日）まで 
 

場所  図書館集会室 
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図書館 
 

家読（うちどく）のススメ 
～ ウチドクという言葉を聞いたことはありますか？ 

 

 「家読（うちどく）」とは、「家族ふれあい読書」を意味し、「家族みんなで読書をすること

で家族のコミュニケーションを深める」ことを目的にした読書運動です。 

 「家読」運動は、学校の「朝の読書」運動(略して朝読(あさどく))の家庭版として２００６年

から提唱され、置戸町でも今年策定しました「子どもの読書活動推進計画」で推奨しています。 

この運動は、ゲームやインターネット、スマホなど子どもたちを取り巻くメディア環境が著し

く変化し、子どもたちの心が不安定になったり、家族との会話が少なくなったという社会的問題

を、読書という方法で和やかな家庭環境をつくり、家族のコミュニケーションを図ることで「家

族の絆」を深めることへの提案型読書運動です。 

「家読」のやり方は、子どもを中心に家族で同じ本を読み、読んだ本の感想を話し合うことで

す。読む本は自由ですが、「絵本」をおすすめします。絵本ならば短時間で家族全員が読むこと

ができ、絵の印象や物語の感想など、語り合う話題も多く、小さなお子さんから世代を問わず家

族全員で、楽しむことができます。 

「絵本を家族みんなで楽しむ」・・・そんな家族団らんの時間をおススメし

ます。 

そして、絵本や本がたくさんある「みんなの図書館」に足をお運びください。 

 

森林工芸館 
 

第 26集 日本の手仕事道具 —秋岡コレクション−企画展 

「ひきもの –hikimono-」終了・どま工房貸館再開のお知らせ 

 １０月から約２か月間開催してきた企画展、「ひきもの 

-hikimono-」が終了しました。期間中は多くの方にご来館いただ

き、秋岡コレクションを見ていただく機会となりました。挽物技

法に注目し展示した資料には、「懐かしい」「うちにもあったな」

などの感想を聞くことができ、独楽まわしの体験では、夢中にな

る方もいらっしゃいました。今後も、多くの方に触れていただく

機会を作っていきたいと思います。 

 また、関連企画「足踏みろくろで こけし をつくろう！」で

は、慣れない道具に苦戦しながらも、個性的なこけしがたくさ

ん生まれ、参加者からは、「思った以上に大変だった！」との

声もありましたが、「それ以上に貴重な体験で楽しかった」と

感想をいただきました。足踏みろくろは、なかなか触れる機会

のない道具なだけに、多くの方に体験していただきたいと考えて

います。 

※企画展に合わせ中止していました、どま工房の貸館について

は１２月４日(月)より再開します。 
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公民館・社会教育 
  

「学習サポートｄｅおけと」協力者募集！！ 
  

 置戸町では、児童の学力向上のため、町内小学生を対象に冬休み中に「学習サポートｄｅおけ

と」事業を実施します。 

本事業中、子ども達に勉強を教えてくれる人を募集しますので、置戸町の子ども達のためにご

協力をお願いします。 
  

日  程  １２月２５日（月）～２７日（水）、１月９日（火）～１０日（水） 

    （指導時間は午前１０時から１１時３０分までの１時間半程度） 
  

場  所 置戸町中央公民館 第１・２会議室 
  

募  集 町内在住・出身者の高校生以上（都合の良い日程・時間で応募を） 
  

申込み先 置戸町中央公民館まで（電話：５２－３０７５） 
 

置青協「代行サンタ」を実施します♪ 
 

地域で活躍する青年が所属する置戸町青年団体連絡協議会（略称「置青協」・水野将貴会長）

では、今年もサンタクロースに扮装して、お預かりしたプレゼントを子どもたちにお届けします。 

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。 
  

◆配達時間  １２月２３日（土）午後７時３０分～８時３０分 
  

◆対象の方  小学校入学前の幼児（幼児と同じ世帯の小学生は可） 
  

※プレゼントは、原則１２月２１日（木）までに中央公民館事務室にお預けください。 

※詳しいことは、中央公民館までお問合せください。（電話５２－３０７５） 
  

 

英会話教室～ハンター先生と苦手克服？！～ 
  

１１月１４日（火）～１６日（木）の３日間、中

央公民館では「英会話教室」が開催されました。 

講師には、町内各学校で英語の指導をされている

ハンター・Ｈ・オバーグさん（ＡＬＴ）を迎え、日

常会話でよく使われる英単語を覚えたり話したり、

また、英単語しりとりやトランプなど遊びの要素も

取り入れながら、和やかな雰囲気で３日間英語に触

れることができました。 

 

育連協から「スポーツ交流会」開催お知らせ♪ 

置戸町地域子ども会育成連絡協議会主催の「スポーツ交流会」が

１２月２日（土）９時１５分からファミリースポーツセンターで開

催されます。種目は「ドッジボール」「ミニバレーボール」。地域

の子どもたちが一生懸命プレーしますので、たくさんのご来場・ご

声援をお待ちしています。 
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社会体育 
 

冬季体育施設の利用について 
【南ケ丘スキー場】 

 

期 間  １２月２６日（火）～平成３０年３月１１日（日） 

          ※ 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（日）～１月２日（火）、 

１月９日（火）、２月１３日（火） 

          ※１月８日（月）、２月１２日（月）は営業します。 
 

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・祝日は夜間なし） 
 

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） 

 

【歩くスキーコース】 
 

期 間  １２月２６日（火）～平成３０年３月１１日（日） 
 

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、スタートに設置してある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。 
 

  

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 １２月毎週火曜日（２６日を除く） 19：00～19：30 

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。 

・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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 スポーツセンタートレーニング室 １２月日程のお知らせ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

１ 

（金） 

置戸小学級文庫 1４:20 14 

（木） 

常楽園・緑清園 13:50 

どんぐり長時間園児 15:30 

５ 

（火） 

置戸小４・５・６年 14:50 

常盤 16：45（工藤） 

15 

（金） 

置戸中学級文庫 15:35 

6 

（水） 

常盤 16：00（葛葉・笛田） 19 

（火） 

置戸小４・５・６年 14:50 

7 

（木） 

置戸小１・２・3年 1４:00 

拓実 16:00（渡辺） 

21 

（木） 

置戸小１・２・3年 1４:00 

北光 16:20（倉本） 

雄勝 16:40（小木） 

幸岡 17:00（井上） 
8 

（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 22 

（金） 

どんぐり 1４:00 

（絵本コーナー入替と短時間園児） 

境野公民館 17:00 
12 

（火） 

くるみの会児童貸出 16:00 

1３ 

（水） 

秋田市街 14:30 26 

（火） 

くるみの会書架入替・児童貸出 14:00 

 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■竜が呼んだ娘 やみ倉の竜（柏葉幸子）走れ！ヒットマン（須藤靖貴）本当はすごい森

の話（田中惣次）ルラルさんのだいくしごと（いとうひろし）えっちゃんええやん（北川チハル） 

■一般書■いのち愛しむ、人生キッチン（桧山タミ）熟成肉バイブル（山本譲治）スノーキャン

プ・マニュアル（スノーキャンプ推進委員会）小さい林業で稼ぐコツ（農文協）仕事を辞めずに

介護する（おちとよこ）こどもキッチン、はじまります（石井由紀子）手話を学ぶ人のために（本

名信行・加藤三保子）100 歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方（西野英行）野球センス

の極意（立浪和義）日本百低山（日本山岳ガイド協会）「日米指揮権密約」の研究（末浪靖司）

やってはいけない勉強法（石井貴士）住宅火災の消火・避難・防火（小林恭一）林ヲ営ム（赤堀

楠雄）重力波発見！（高橋真理子） 

■読み物■ヒストリア（池永永一）焼け跡のハイヒール（盛田隆二）ジゼル（秋吉理香子）ゲバ

ラ漂流（海堂尊）ブルーローズは眠らない（市川憂人）１９９９年の王（加藤元） 

日 月 火 水 木 金 土 

     
１ ２ 

     
△  

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

 
休館日 □ 

  
△  

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ 

 
休館日 ○ 

  
△  

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ 

 
休館日 ○ 

  
△ 休館日 

２4 ２５ ２６ ２７ ２８～ １／５ 
 

 

 

 
休館日 ○  

休館日 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 

 □14 時～16 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 

 

 


