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比内公民館だより 令和 4 年 

第１回公民館運営審議会 

 

令和４年度比内あおぞら学園 

開講を飾るのは 
秋田大学 北秋田分校長 

三浦栄一氏による 

「心に太陽を くちびるに歌を」 
になります。 

４月２５日、分館長・主事会議が開かれました。辞令交付
後、今年度予算や事業について協議しました。分館対抗ス
ポーツ大会は７月３日(日)の開催が了承され、開催に向け
て準備を進めていくことを確認しました。スポーツに関わ
る協会関係者各位のご協力もよろしくお願いします。 

４月１５日、今年度最初の公民館運営審議会が
藤原議長はじめ、委員８人全員の出席を得て開
催されました。前年度の利用状況や今年度の事
業及び予算について報告しました。委員の皆様
には各事業にも率先してご協力していただい
ております。事業推進の 
補助エンジンとして活躍 
される姿に敬意を表しま 
す。今後とも、よろしく 
お願いします。 

第１回分館長・主事会議 

10:30～12:00第 9研修室 

館報のバックナンバーは市ホームページでご覧になれます。 

 

今晩のｲﾀﾘｱﾝ 塩 原俊 介 氏 

合 唱 佐藤喜美子氏 

円 熟 体 操 浅 利ゆ み 氏 

郷土歴史研究 佐 藤和 広 氏 

やさしい書道 関 口暁 水 氏 

お手軽 ｽｲｰﾂ 藤 田雄 佑 氏 

 

『チャレンジデー』って？ 

スポーツを通じて住民の健康づくりやコミュニティづく

りなどを目的として、毎年５月の最終水曜日に全国一斉

に開催する住民参加型のスポーツプログラムです。人口

規模がほぼ同じの自治体同士が１５分以上継続して運動

やスポーツをした人の「参加率(％)」を競うスポーツイベ

ントで、対戦に敗れた自治体は翌日から１週間庁舎のメ

インポールに相手自治体の旗を掲揚するというユニーク

なルールがあります。 

今年は 3 市の対戦です 

大館市は前回 53.8％ 

めざせ！参加率 70％ 

～気軽に運動してみませんか？～ 

5 月 25 日(水)0 時から 21 時までの間に、

大館市内で 15 分以上継続して運動をします。 

自分に合った時間で、自分に合った運動を

するだけ。大館市民はもちろん、市街の方も参

加ＯＫ。 

報告用紙(の内容)を下記から選択し報告 

〇電話・FAX：48-6401 

〇メ ー ル：s.kouryu@city.odate.lg.jp 

〇投 函：市役所・各総合支所・公民館 

にある回収ボックス 

※電話・FAX・メールは 21 時 30 分、 

投函は 17 時まで 

14 回目：人口 49,245 

12 回目：人口 72,704 人 

10 回目：人口 69,181 人 

前回参加率 

50.9％ 

前回参加率 

67.3％ 

参加報告いただいた方の中から、抽選でチャレンジデーＴシャツを５名に、

常陸太田市と碧南市の特産品をそれぞれ５名にプレゼントいたします。当選

の発表は、発想をもってかえさせていただきます。 

大館市チャレンジデー実行委員会事務局４３－７１４８ 

※選択科目は６月からです ※開講式は 10時からです 

mailto:s.kouryu@city.odate.lg.jp


 

サークル名 内容 日時 

比内健康麻雀ｻｰｸﾙ 麻雀 
毎週月曜 11:30～17:00 

毎週木曜 11:30～17:00 

軽ｽﾎﾟｰﾂの会 球技全般 毎週月曜 19:00～21:30 

比内どりﾁｰﾑ ﾐﾆﾃﾆｽ 毎週火曜 09:30～12:00 

彩りの会 舞踊 毎週火曜 09:30～12:30 

比内ｸﾗﾌﾞ 8人制ﾊﾞﾚｰ 
毎週火曜 12:30～16:30

毎週金曜 12:30～16:30 

泔水短歌会 短歌 第４火曜 13:00～15:00 

市役所ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｻｰｸﾙ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 毎週火曜 19:00～21:30 

花の会 ｽｺｯﾌﾟ三味線 毎週水曜 10:00～12:00 

円熟ｸﾗﾌﾞ 円熟体操 毎週水曜 10:00～12:30 

ﾌﾗﾜｰｽﾞ会 卓球 
毎週水曜 13:00～16:00 

毎週土曜 13:00～16:00 

健康太極拳比内ｶﾀｸﾘの会 太極拳 毎週水曜 13:30～15:30 

習字の会 習字 毎週水曜 14:00～19:00 

祭姫會 よさこい 
毎週水曜 19:00～21:30 

毎週土曜 19:00～21:30 

ﾖｶﾞｻｰｸﾙ ﾖｶﾞ 毎週水曜 19:30～21:00 

扇田習字同好会 習字 毎週木曜 09:30～11:30 

ししゅうｻｰｸﾙ 手芸 毎週木曜 10:00～15:00 

ｽﾏｲﾙ合唱 合唱 第１木曜 10:30～11:30 

比内ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｸﾗﾌﾞ ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 毎週木曜 19:00～21:30 

比内町民謡同好会 民謡 毎週木曜 19:00～21:00 

サークル名 内容 日時 

ｺｰﾗｽ･ひない ｺｰﾗｽ 第 24木曜 19:30～21:15 

ﾋﾟﾗﾃｨｽ教室 
ﾋﾟﾗﾃｨｽ 毎週金曜 10:00～12:30 

毎週土曜 10:00～12:30 

葦の会 手芸 第 24金曜 09:30～16:30 

健康くらぶ ViiTA 歌･ﾖｶﾞ･ﾀﾞﾝｽ 

第 24金曜 12:30～14:30 

第 13金曜 13:30～15:30 

毎週日曜 16:30～19:30 

PKE ｴｸｻｻｲｽﾞ 毎週金曜 19:00～21:00 

比内将棋同好会 将棋 毎週土曜 09:00～17:00 

お琴の会 琴 毎週土曜 09:30～12:30 

蕎麦打ち大楽 蕎麦打ち 第２土曜 10:00～13:00 

比内ﾗｰｼﾞ 卓球 毎週土曜 13:00～16:00 

ｺｽﾓｽ学級 籐工芸 第 13土曜 13:00～16:30 

ｶﾄﾚｱ学級 籐工芸 第２土曜 13:00～16:30 

空手ｱｶﾃﾞﾐｰ拳勝館 空手 毎週土曜 17:00～19:30 

扇田ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｽﾞ 卓球 毎週日曜 09:00～12:00 

尺八ｻｰｸﾙ 尺八 毎週日曜 09:00～11:00 

みんなでおどろう友の会 ﾀﾞﾝｽ 第 24日曜 09:30～15:00 

ｶﾗｵｹｻｰｸﾙ ｶﾗｵｹ 毎週日曜 13:00～15:00 

ﾗﾀﾝの会 籐工芸 第 24日曜 13:00～16:00 

比内ﾊｰﾓﾆｰﾌﾚﾝｽﾞ ﾊｰﾓﾆｶ 月 ２ 回 09:30～11:00 

歌声ｻｰｸﾙ 歌 月 ２ 回 

ｺｰﾗｽ LOVEの会 ｺｰﾗｽ 月 １ 回 

春の花が咲き乱れ、今年も田植えの時期がやってまいりました。冬季の大雪によ

り、山々に大量の残雪となるだろうと思いましたが順調に雪解けが進み、水害の心配もなく農作業を進めら

れているようです。その代わり、春先の降雨が少ないように感じられます。今年も水の管理が難しくなるの

かもしれません。対応できるように準備を心掛け、恵みの雨が程よく大地に降ってくれることを祈ります。 

 昨今の社会情勢の影響なのか、木材の相場が上がっているようです。杉の丸太を山積みにして大型トラッ

クがよく走っています。広い範囲の山の木が伐採されている箇所をよく目にします。植林は十分なのか、災

害対策は万全なのか、山の具合が気になるところです。 

 自然の環境が良いからこそ、水・山菜・木材などの恵みと共に人の生活が成り立ちます。感謝の気持ちと

守ろうとする気持ちは、惹いては自分に返ってくることを忘れないようにしましょう。 

 今年こそ、秋の収穫感謝祭で思いっきり飲みたいものですね。          （ 館長 神成 ） 

        は現在会員募集しているサークルです。 

比内公民館では現在４０ほどのサークルが活動しています。卓球やミニテニ

ス、バドミントンなどスポーツ関係や、手芸・籐工芸・将棋・合唱など多岐に

わたって利用されています。既存サークルに参加してみたい、新たにサークル

を立ち上げたいなどございましたら、お気軽に比内公民館（４３－７１４１）

へお問い合わせください。 

編 集 後 記   


