
◆集合場所：大成診療所前

◆対  象：小学生以上の町民を対象とする。

◆参 加 費：なし

◆スタート：１０ｋｍコース 午前１０時００分（予定）

              ５ｋｍコース 午前１０時３０分（予定）

◆その他：申し込み用紙は、せたな町教育委員会

    各区担当課（所）においてあります。
※学校・地域・職場など、１ﾁｰﾑ４名でチーム編成してください。

補欠を含め５名まで登録が可能です。

※各種目ごとに上位ﾁｰﾑには、賞状・副賞を贈呈しますが、

副賞については、１区～４区走者のみとさせていただきます。

【お申し込み・お問合せ先】 せたな町教育委員会

【北檜山区】 教委事務局    

           0137-84-5111 （内線1266） 

【瀬 棚 区】 瀬棚教育事務所

          0137-87-3322 （内線3130）   

【大 成 区】 大成教育事務所

          01398-4-5511 （内線2202）

駅伝大会

  申し込み延長！！

９月３０日（火）までです。

第２５回 「商業祭」 同日開催



スタート

小歌漁港

手塚電気

久遠東部

パーキング

大成総合支所

町民センター

【コース概要】

※ワンエイス（５ｋｍコース）は、

コースを「１周」で行います。

※クォーター（10ｋｍコース）は、

コースを「２周」で行います。

【５ｋｍコース】

第３中継所

【５ｋｍコース】

第２中継所

【10ｋｍコース】

第１・３中継所

折り返し地点

ゴール

手塚商店

旧渡島信金

大成診療所

受付・開閉会式

大友

商店

石橋商店

歯科

診療所

【５ｋｍコース】

第４中継所(ゴール)

【10ｋｍコース】

第２・４中継所(ゴール)
【５ｋｍコース】

第１中継所

道々北檜山大成線

北
檜
山
方
面

西村

理容院

本陣三叉路

付   近

旧久遠小学校

競技区間・出場区分 スタート 第１中継所 第２中継所 第３中継所 ゴール 所要時間

■５ｋｍコース

（ワン・エイス）

小学生男子の部

小学生女子の部

中学・高校生女子の部

一般男子の部

一般女子の部

大成町民

センター

手塚商店

付  近

久 遠 東 部

駐車場付近

本陣三叉路

付   近

大  成

診療所前
約２５分

■１０ｋｍコース

（クオーター）

中学生男子の部

高校生・一般男子の部

高校生・一般女子の部

大成町民

センター

久 遠 東 部

駐車場付近

大  成

診療所前

久 遠 東 部

駐車場付近

大  成

診療所前
約５５分

久遠小学校

図書館 大成中学校

大成消防署





募集
期間

賞金

応募
資格

お申し込み
お問い合わせ

（１）せたな町への思いやイメージなどを表現したもので、誰にでも分かりやすく親し
　　　みやすいものとします。
（２）文字数は、概ね２０文字以内とします。
（２）募集作品数は1人1点とします。
（３）募集作品は、自作で未発表作品に限ります。
（４）第三者からの権利侵害などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と
　　　費用で解決してください。せたな町では一切の責任を負いかねます。なお、せた
　　　な町が損害を被った場合は、損害を賠償していただきます。

９月25日～１月31日
平成26年 平成27年

せたな町民またはせたな町にゆかりのある方ならどなたでも応募できます。
※プロ・アマ不問　※未成年者は保護者の承諾が必要です

最優秀賞 (１名)
 5万円+特産品
優 秀 賞 (２名)
 3万円+特産品

募集コンセプト

せたな町合併10周年記念事業

せたな町総務課
〒049-4592　久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
TEL 0137-84-5111（代表）　Eメール setana-catch@town.setana.lg.jp 検索せたな町

応募用紙などの資料は
せたな町公式ホームページから
ダウンロードできます。

応募の詳細は裏面をご覧ください

せたな町が誕生して 10 周年を記念し、
町民の一体感を高め、せたな町の魅力を
わかりやすく表現した心に響くキャッチ
フレーズを募集します。



■応募方法
　応募用紙に必要事項を記入し持参、郵送、ＦＡＸ又はメールで提出してください。応募用紙はせたな町総務課と各総合支
　所窓口にて配布します。また、せたな町ホームページからもダウンロードできます。

■募集内容
　（１）せたな町への思いやイメージなどを表現したもので、誰にでも分かりやすく親しみやすいものとします。
　（２）文字数は、概ね２０文字以内とします。
　（２）募集作品数は1人1点とします。
　（３）募集作品は、自作で未発表作品に限ります。
　（４）第三者からの権利侵害などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と費用で解決してください。せたな
　　　町では一切の責任を負いかねます。なお、せたな町が損害を被った場合は、損害を賠償していただきます。

■選考方法
　せたな町キャッチフレーズ選定委員会において厳正に選考します。

■結果発表
　平成 27 年 4 月頃、受賞者に通知するほか、町広報及びホームページなどにより公表します。この発表をもって入賞者
　以外への結果通知に代えさせていただきます。

■表彰式
　平成27年9月１日に開催を予定している「せたな町合併10周年記念式典及び祝賀会」において、受賞者への表彰式
　を行います。

■留意事項
　（１）入賞作品の応募者は、受賞と同時にせたな町に対し当該作品の著作権を無償譲渡するものとし、その一切の権利は
　　　せたな町に帰属し商品化などに関する対価は無償とします。
　（２）入賞された作品は、一部を修正・変更する場合があります。
　（３）応募規定を違反している場合、審査の対象外になり、入賞決定後であっても採用は無効とする場合があります。また、
　　　その際、賞金及び副賞は返還していただきます。
　（４）応募作品の著作権などに関する問題が発生した場合はすべて応募者の責任とし、せたな町は一切の責任を負いませ
　　　ん。またこれによりせたな町が損害を被った場合は、損害を賠償していただきます。
　（５）入賞作品以外の応募作品の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、町は広報や報道機関などへの情報提供に
　　　おいて、自由に公表、使用できるものとします。
　（６）18歳未満（締切日時点）の方の応募は親権者の同意が必要です。
　（７）郵送料などの作品の応募にかかる費用は、全て応募者の負担になります。
　（８）応募作品の返却はいたしません。
　（９）審査結果に関する問い合わせは受け付けません。

■個人情報の取り扱い
　（１）応募者の個人情報については、本募集に関する以外、無断で使用することはありません。
　（２）入賞作品の応募者については、選考結果発表のため、氏名・住所（市町村名）・年齢を公表することがあります。
　（３）個人情報の取り扱いについては、応募された時点で応募者の方の同意をえられたものとします。

せたな町



せたな町総務課 あて   FAX：0137-84-4657      

 

せたな町キャッチフレーズ応募用紙 
 

キャッチフレーズ 

（20文字以内） 

          

          

作品への想い  

 

住  所  

（ふりがな） 

氏  名 
 

連絡先 

電  話  

携帯電話  

Eメール  

生年月日 大正・昭和・平成    年  月   日（  歳） 

親権者同意 

※応募者が 18歳未満の場合 

18歳未満の応募にあたって親権者として同意します。（自署） 

※メールでご応募いただく場合は、setana-catch@town.setana.lg.jp宛てに添付ファ

イルで送信してください。その際、件名は「せたな町キャッチフレーズ応募」としてくだ

さい。 



せたな町が誕生して
10周年を記念し、
町民に愛され親しまれる
マスコットキャラクターの
デザインを募集します。

募集
期間

応募
資格

お申し込み
お問い合わせ

（１）せたな町をイメージできるもの。
（２）せたな町をＰＲできるもの。
（３）町民から愛され親しまれるもの。
（４）着ぐるみやキャラクターグッズなどにも活用できるシンプルなデザイン。

９月25日～１月31日
平成26年 平成27年

せたな町民またはせたな町にゆかりのある方ならどなたでも応募できます。
※プロ・アマ不問　※未成年者は保護者の承諾が必要です

賞金
最優秀賞 (１名)
10万円+特産品
優 秀 賞 (２名)
  5万円+特産品

募集コンセプト

せたな町合併10周年記念事業

せたな町総務課
〒049-4592　久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地1
TEL 0137-84-5111（代表）　Eメール setana-chara@town.setana.lg.jp 検索せたな町

応募用紙などの資料は
せたな町公式ホームページから
ダウンロードできます。

応募の詳細は裏面をご覧ください



■応募方法
　応募用紙に必要事項を記入し持参、郵送またはメールで提出してください。応募用紙はせたな町総務課と各総合支所窓
　口にて配布します。また、せたな町ホームページからもダウンロードできます。
　（１）持参の場合は、総務課へ提出してください。
　（２）郵送の場合は、総務課あてに郵送してください。
　（３）メールの場合は、PDF 方式で４MB 以下のサイズにして送信してください。その際件名は「せたな町マスコットキャ
　　　ラクター応募」としてください。４MB を超える容量のデータは受信できませんので、容量を超える場合は 　　　
　　　CD-ROM などの電子媒体にコピーして総務課へ持参または郵送してください。

■応募規定
　（１）デザインは手書きまたはデジタルデータのもので、フルカラーとし、正面から見た全身図を描画してください。なお、
　　　単体で一つの作品としてください。
　（２）愛称にはよみがなを記入し、作品の説明も記入してください。
　（３）デザイン及び愛称は、応募者本人が創作した未発表の作品とし、他の作品と同一または類似していないものであり、
　　　第三者の著作権などを一切侵害しないものに限ります。
　（４）指定の応募用紙を使用してください。１人何点でも応募可能ですが、応募用紙１枚につき１点のみ有効です。

■選考方法
　せたな町マスコットキャラクター選定委員会において厳正に選考します。

■結果発表
　平成 27 年 4 月頃、受賞者に通知するほか、町広報及びホームページなどにより公表します。この発表をもって入賞者
　以外への結果通知に代えさせていただきます。

■表彰式
　平成 27 年 9 月１日に開催を予定している「せたな町合併 10 周年記念式典及び祝賀会」において、受賞者への表彰式
　を行います。

■留意事項
　（１）入賞作品の応募者は、受賞と同時にせたな町に対し当該作品の著作権を無償譲渡するものとし、その一切の権利　
　　　はせたな町に帰属し商品化などに関する対価は無償とします。
　（２）入賞された作品のデザインは、一部を修正・変更する場合があります。また、愛称については修正・変更する場　
　　　合があります。
　（３）応募規定を違反している場合、審査の対象外になり、入賞決定後であっても採用は無効とする場合があります。また、
　　　その際、賞金及び副賞は返還していただきます。
　（４）応募作品の著作権などに関する問題が発生した場合はすべて応募者の責任とし、せたな町は一切の責任を負いま　
　　　せん。またこれによりせたな町が損害を被った場合は、損害を賠償していただきます。
　（５）入賞作品以外の応募作品の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、町は広報や報道機関などへの情報提供　
　　　において、自由に公表、使用できるものとします。
　（６）18 歳未満（締切日時点）の方の応募は親権者の同意が必要です。
　（７）郵送料などの作品の応募にかかる費用は、全て応募者の負担になります。
　（８）応募作品の返却はいたしません。
　（９）審査結果に関する問い合わせは受け付けません。

■個人情報の取り扱い
　（１）応募者の個人情報については、本募集に関する以外、無断で使用することはありません。
　（２）入賞作品の応募者については、選考結果発表のため、氏名・住所（市町村名）・年齢を公表することがあります。
　（３）個人情報の取り扱いについては、応募された時点で応募者の方の同意をえられたものとします。

せたな町



 

 

 

 

 

(ふりがな) 

氏   名 

 

住   所 
〒 

連

絡

先 
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携帯電話 
 

E-mail 
 

生年月日 大正・昭和・平成     年   月   日（     歳） 

親権者同意 
※応募者が 18歳未満 

の場合 

18 歳未満の応募にあたって親権者として同意します。（自署） 

名   称 

（よみがな：                       ） 

作品の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メールで応募いただく場合は、裏面にデザインデータを貼り付け、ｐｄｆ形式にして添

付ファイルとして setana-chara@town.setana.lg.jp 宛てに送付してください。その際、件

名は「せたな町キャラクター応募」としてください。 

せたな町マスコットキャラクターデザイン応募用紙（表面） 
 



 

 

 

 

 

※作品は上の枠内に直接描画するか、データを貼付してください。 

せたな町使用欄 

受付日 受付番号 備  考 

   

 

■デザイン案 ※正面から見た全身図を描画してください。 

せたな町マスコットキャラクターデザイン応募用紙（裏面） 
 

 



1 (水) 2 (木) 3 (金)

6 (月) 7 (火) 8 (水) 9 (木) 10 (金)

13 (月) 14 (火) 15 (水) 16 (木) 17 (金)

20 (月) 21 (火) 22 (水) 23 (木) 24 (金)

27 (月) 28 (火) 29 (水) 30 (木) 31 (金)

午前診療
午後診療
夜間診療

診察 往診

診察 診察

※　急患はいつでも診察いたします。

診察

― 診察 ― 診察 ―

水 木

休　診

（山の上病院）中里

休　診

月 火

※毎週火・木曜日（受付1７:３0～19:０0まで）夜間診療を行います。また、火・木午後からは往診となります。

診察

診察 往診

診察 診察

※  出張医師がいない日の内科の午後診察は休診となります。

◇　小林（久）倫先生は８日・22日午前10時から午前中診察いたします。
◇　整形外科(森院長)の診察日

金

午後診療 休　診 休　診 宮　田

10：00～15：00

原　田 原　田
小　林 小　林午前診療 原　田 原　田 原　田

小　林 小　林 宮　田

午後診療 休　診 休　診 休　診休　診

（土・日）

休　診 休　診

原　田
小　林

12日当番医

午前診療 原　田 原　田 原　田 小　林
小　林 小林（久） 小　林 （山の上病院）中里 26日当番医

（土・日）

10：00～15：00

（土・日）

原　田
宮　田 小　林

原　田

休　診 休　診

小　林午前診療
休 診

原　田 原　田
小　林

休　診

午後診療 休　診 休　診 休　診

午後診療 宮　田

原　田 原　田 原　田 原　田
小　林 小林（久） 小　林

休　診 （山の上病院）中山宮　田

午前診療

午後診療

　せたな町立国保病院　10月分内科診療担当医他一覧表（予定）

ご確認ください
変更となることもあります

　先生の都合により、急きょ変更となる場合がございます
ので病院内の掲示板か受付に電話するなどしてください。

小　林
小　林

原　田原　田

せたな町立国保病院　☎　0137-84-5321
（土・日）

宮　田 小　林 （山の上病院）中山

小　林

午前診療







平成26年度

作家・作詞作曲家

写真提供：共同通信社

   さん

(金)平成26年
開場 １８:００

せたな町民ふれあいプラザ せたな町北檜山区徳島８－１

TEL:0137-84-5563

開演 １８:３０

主 催：せたな町・せたな町教育委員会  ■お問い合わせは、せたな町教育委員会へ TEL0137-84-5111

◆せたな町合併１０周年記念プレイベント◆

誰
も
が
知
っ
て
い
る
あ
の
名
曲
「
千
の
風
に
な
っ
て
」
の
作
曲
者
・
オ
リ
ジ
ナ
ル
歌
唱
者 

 
 

 

■講演と朗読と歌唱の夕べ■

「千の風から希望の木へ」
  生とは何か？死とは何か？いのちの不思議

  について語り歌う感動の９０分

新井 満 （あらい まん）プロフィール

1946年 新潟市生まれ。作家、作詞作曲家、写真家、日本ペ

ンクラブ顧問、長野冬季オリンピック開閉会式イメージ監督な

ど、多方面で活躍中。

小説家としては、１９８８年「尋ね人の時間」（文藝春秋社）で芥

川賞を受賞。２００３年に発表した写真詩集「千の風になって」

（講談社、朝日新聞出版）と、それに曲を付け自ら歌唱したCD

「千の風になって」（ポニーキャニオン）は現在もロングセラーを

続けている。同曲で２００７年レコード大賞作曲賞を受賞。

著書多数。CD多数。近著に「希望の木」（大和出版）、「自由訳

方丈記」（デコ）、「なぜ生まれてきたのか」（海竜社）など。

入場無料 整理券を発行いたします。 【整理券取扱所】
せたな町教育委員会・大成教育事務所・瀬棚教育事務所



主催 ： 第 55 回北海道人形劇フェスティバル in せたな実行委員会

共催 ： ＮＰＯ法人北海道人形劇協会・せたな町狩場芸術愛好会

ピノキオの会

後援 ： せたな町・せたな町教育委員会・今金町・今金町教育委員会

北海道新聞せたな支局

問い合わせ先 ： せたな町教育委員会 0137－84－5111



◇◇◇　ホール　｛ １　階 ｝ ◇◇◇

13：00 ～ 13：20

 セレモニー（開会式）

　　人形浄瑠璃『二人三番叟』さっぽろ人形浄瑠璃芝居 あしり座（札幌）

14：10 ～ 14：30

 人形劇『なかよし』  わけちゃん（香川県：専門劇団）

15：20 ～ 15：40

 人形劇『子犬ちゃんのお話し』人形劇団えりっこ（札幌：専門劇団）

15：40 ～ 16：15

 トゥバのおはなしから～人形劇『キジクティク・キジクティク』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人形劇団クラルテ（大阪：専門劇団）

◇◇◇　会場 ①　｛ ２階視聴覚室 ｝ ◇◇◇

13：30 ～ 14：00

 人形劇『大きなかぶ』マザーズぽけっと（今金町）

 人形劇『だいすき！だんしゃくくん』マザーズぽけっと
14：40 ～ 15：10

 パネルシアター　人形劇団こぶしっこ（岩見沢）

 人形劇『ぶどうっておいしいなあー』狩場芸術愛好会かりば人形劇（せたな町）

９月 27 日（土）

◇◇◇　会場 ②　｛ ２階研修室Ａ ｝ ◇◇◇

13：30 ～ 14：00

 人形劇『いどのおはなし』他人形劇団オペレ（札幌）
14：40 ～ 15：10

 ボードビル『おべんとう箱のうた』＆『とんでいったバナナ』
　　　　　＆『カッパのクィクォクヮ』人形劇団かっぱ組（函館）

 人形劇『ふくろうの染めものや』人形劇団かっぱ組

◇◇◇　会場 ③　｛ ２階研修室Ｂ ｝ ◇◇◇

13：30 ～ 14：00

 パネルシアター『あおいめ・くろいめ・ちゃいろいめ』他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オホーツクワクワク団（名寄）

14：40 ～ 15：10

 人形劇『おおかみがんばれ』人形劇団ビスケット（札幌）

 腹話術『たあ坊と遊ぼう』パペットパートナー（札幌）

キジクティク・キジクティク
（クラルテ）

なかよし（わけちゃん）

二
人
三
番
叟
（
あ
し
り
座
）

いどのおはなし（オペレ）

たあ坊と遊ぼう
（パペットパートナー）

プ ロ グ ラ ム 【 １ 日 目 】



※当日の進行状況、劇団の都

合等で、演目・終演時間等が

変更になる場合があります。

９月 28 日（日）

◇◇◇　ホール　｛ １　階 ｝ ◇◇◇

10：00 ～ 11：10

 車人形『三番叟』八王子車人形（東京都無形文化財指定）西川柳時

 人形浄瑠璃『釣 女』ざ・にんぎょうじょうるりユースクラス（札幌）

 人形浄瑠璃『日高川入相花王　渡し場の段』
　　　　　　　　　　　　　　　　さっぽろ人形浄瑠璃芝居 あしり座

12：15 ～ 12：50

 人形劇『ゆかいなハンス』人形劇団えりっこ（札幌：専門劇団）

12：55 ～ 13：00　　閉会式

◇◇◇　会場 ①　｛ ２階視聴覚室 ｝ ◇◇◇

11：15 ～～ 12：10

 人形劇『十月十日』えぞふくろう（函館）

 人形劇『うらのしまたろう・続うらのしまたろう』ユニットくん（函館）

◇◇◇　会場 ②　｛ ２階研修室Ａ ｝ ◇◇◇

11：15 ～～ 12：10

 人形劇『ヘンゼルとグレーテル』読み聞かせピノキオの会（せたな町 )

 人形劇『トラックとらすけ』人形劇団ばおばぶ（札幌）

◇◇◇　会場 ③　｛ ２階研修室Ｂ ｝ ◇◇◇

11：15 ～ 12：10

 プロジェクトを使ってのよみ聞かせ～

　『龍の神とうぐい沼』狩場芸術愛好会（せたな町）

 人形劇『はらぺこあおむし』人形劇団こぶしっこ（岩見沢）

釣　女
（ざ・にんぎょうじょうるり）

日
高
川
入
相
花
王
　
渡
し
場
の
段

（
あ
し
り
座
）

ゆかいなハンス（えりっこ）

トラックとらすけ（ばおばぶ）

うぬぼれねずみのチュウ
（白い木馬＆チーム鎌足）

◇◇◇　会場 ④　｛ ２階研修室Ｃ ｝ ◇◇◇

11：15 ～ 12：10

 人形劇『うぬぼれねずみのチュウ』人形劇団白い木馬＆チーム鎌足（札幌）

 人形劇『のみこみとっつあ』劇団こけこっこ（札幌）

 人形劇『だるまちゃんてんぐちゃん』人形劇団ひよっこ（札幌）

はらぺこあおむし（こぶしっこ）

プ ロ グ ラ ム 【 ２ 日 目 】



北海道は人形劇フェスティバルの発祥の地
   １９５９年、日本で最初の人形劇フェスティバルが旭川市で開催されました。これが、第一回の北海道人形劇フェスティバ

ルです。その後、小樽、札幌、函館、浜頓別、帯広、岩見沢、釧路、滝川など、地域持ち回り形式で、その地域に合わせたか

たちで毎年開催されてきました。２００９年７月、第５０回を旭川市で行い、その後大空町、名寄市、上富良野町、岩見沢市

とつづき、今回、北海道の人形劇（人形浄瑠璃）の先駆けの地、せたな町で 55 回目を開催する運びとなりました。

専門劇団等の紹介

八王子車人形西川古柳座
（国 • 選定無形民俗文化財指定、東京都無形文化財指定）

　西川古柳座の前身は，瀬沼時太郎（二代目西川古柳）が、

十八、九歳の頃，初代西川古柳に弟子入りしたことから始まりま

す。大正末から昭和初期にかけて、三田村鳶魚、平音次郎、河

竹繁俊らの支援を受けました。　はじめは、「西川連中」という

名称を使って興行していたようですが，昭和十三年の時太郎の

記録では既に「八王子車人形」の呼称を使っています。古柳座

の芸能は，初代西川古柳や、江戸の最後の人形遣い吉田冠十郎、

文楽の吉田文昇らの指導を受けています。さらに、伝統的な車人

形の操法を基礎として、新鮮な工夫を重ね，昭和五十六年には

乙女文楽の技法を取り入れた「新車人形」を考案しました。また、

技法のみならず、首や自由民権関係の衣装を始め，豊富な用具

を多数保有しています。さらに古柳座独自の用具なども考案し

て新作の上演も可能にしています。　こうした様々な工夫を凝

らし，伝統的な人形芝居を伝承するとともに，西川古柳座は日

本各地、さらに諸外国にまで、車人形の技法を通じて、地域文化，

日本文化のあり方を将来に示しています。
人形劇団えりっこ（札幌）

　人形劇団えりっこは北海道の専門劇団です。えりっこの人形劇

はさまざまなスタイルの人形を操りどんな場所でも公演できるよ

う創られています。こどもはもちろんむかしむかしこどもだった

皆さん方にもきっと楽しんでいただけることでしょう。

　1988 年、坂下絵李古が、10 年の人形劇団プークでの活動の後、

人形劇団えりっこを設立し、東京と故郷の小樽で活動開始。「こ

だぬきポンタのお話」初演 　／ 1992 年 、竹田洋一が人形劇団

プークでの 14 年を経て、人形劇団えりっこに参加。本格的に北

海道での上演活動を開始。演出家鈴木喜三夫氏、ギタリスト平佐 

修氏によるプロデュース公演「大きな木～人形とギターによるア

ンサンブル」に出演。8 月、新作「ソメコとオニ」を上演、やま

びこ座にて専門人形劇団として旗揚げ。　／ 1993 年、「ゆかい

なハンス」初演　／ 1996 年 「こんどはきっといいことあるさ」

初演・ハンガリー・ウニマフェスティバル参加　／ 1999 年、「や

まんばの木」初演・「箱まわし」初演　／ 2000 年 、ドイツ・ウ

ニマフェスティバル参加　／ 2003 年 、韓国公演「へそどろぼう」・

「今夜は食べほうだい！」初演・ＮＨＫ「ほくほくテレビ」出演 

　／ 2004 年 こぐま座プロジュース人形劇「シンデレラ」演出 

　／ 2005 年 こぐま座プロデュース人形劇「人魚姫」演出　／

2006 年 、こぐま座プロデュース人形劇「ヘンゼルとグレーテル」

演出 　／ 2007 年 、「ふしぎの森のヤーヤー」 新作。　韓国１人

劇祭に参加 ・・などなど

わけちゃん（香川）

　四国は香川県生まれ｡ 東京学芸大学入学と同時に、人形劇を

うっかりはじめてしまい､ 現在に至る。大学卒業後、( 財 ) 現代

人形劇センター、( 株 ) 童想社を経てフリーとなり､ ＮＨＫ教育

ＴＶ「あいうえお｣ ｢ことばのくに」に参加。現在は、『わけちゃ

ん』としてひとりで活動し、上演・講習会などを行い、その傍らで、

洗足学園短期大学幼児教育保育科、基礎表現の授業で、人形劇

やパネルシアターなどを教えている。また、挿し絵等の仕事も

しており、朝日新聞 WEB サイト「ことばマガジン『漢字んな話』」

カラーイラスト担当中！

人形劇の情報誌パペットマーケットの編集・発行など、多忙 !

さっぽろ人形浄瑠璃芝居　あしり座（札幌）
あしり座とは About the Ashiri-za

　札幌市所有の文楽人形を舞台で遣おうと始まった「人形浄瑠

璃講習会」の受講生たちが集まり旗揚げしました。　「あしり」

とは、アイヌ語で「新しい」という意味で、新しい感性で伝統

芸能を創っていこうという意気を込めています。 北海道の皆様

ひとりでも多くの方に人形浄瑠璃の面白さを知っていただこう

と、各地で公演を行っています

人形劇団クラルテ（大阪）

　人形劇団クラルテは 1948 年、第二次世界大戦後の大阪の焼

け跡から生まれました。 ヨーロッパでは第一次世界大戦が終わっ

た時、焼け跡の隅々に、人々の荒廃した心に文化の灯火をとも

そうと、アンリ・バリュビウスやロマン・ローランが文化運動、

クラルテ・ムーブメントを興しましたが、クラルテの劇団名は

そこからとったものです。　たとえささやかなものであっても、

明るい文化の火をともし続けたいという思いは、創立当初から

かわることはありません。

　人形劇団クラルテは子どもから、大人まで楽しめる人形劇を

つくり上演しています。学校の巡回公演は劇団創立当時から重

要な活動として継続し、また幼児のためには「おひさま劇場」

という公演スタイルで全国を飛び回っています。

　大人を対象としたものとしては、近松門左衛門の作品をはじ

め、シェークスピアなど古今東西の名作を現代人形劇として取

り上げ毎年秋に劇場上演しています。









　　　 仏滅 大安 赤口 先勝

※１

※２

※３

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

先負 仏滅（体育の日） 大安 赤口 先勝 友引 先負

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

●ふれあい市場
14：00～15：00（温泉ホテル横）

●婦人科診療
13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

●※２

【無料】法律相談（予約制）

●玉川小学校学習発表会
18

●合併10周年記念

●北檜山小学校学習発表会

函館司法書士会総合相談センター八雲支部による法律・登記相談

●※３

　 せたな町文化講演会
　 講演と朗読と歌唱の夕べ
　 講師：新井満さん

☎84－5011
10:00～12:00、13:00～15:00

●消防職員技術錬成会

６ ７ ８

函館弁護士会による無料法律相談

函館裁判所手続きのご予約は9日（木）まで

●乳児健診
13：00～ 受付 （健康センター）

●檜山北部駅伝大会(中体連)

13：00～17：00　（瀬棚～今金）

13：00～17：00(北檜山職業相談室)

●【日曜診療当番医】 ●1歳6か月3歳児健診

19 20 21 22 23

●若松小学校学習発表会 ●移動町長室

●ふれあい市場

10:00～12:00、13:00～15:00

☎84－5321

10:00～12:00、13:00～15:00

　 バレーボールの部 　 ますます元気教室（運動） 13:00～14:30受付（健康センター） 9:30～15:30（健康センター）

（せたな町立国保病院隣接施設）

28 29

☎82-0221
＊今金町国保病院

＊せたな町立国保病院 10：00～12：00 （温泉ホテル） 10：00～12：00 （はまなす荘） 15：00～１５：45　受付

26 27

14：00～15：00（温泉ホテル横）

●北檜山職業相談室

30 31
●【日曜診療当番医】 ●豊岡健康相談 ●太櫓健康相談 ●予防接種（水痘） ●婦人科診療

9：00～15：00(せたな国保病院)

10：00～12：00 （ふれあいプラザ） 13：00～16：00　（ふれあいプラザ）

●乳幼児健康相談 ●せたな町食と産業まつり

●※１
【無料】法律・登記相談(予約制)

10：30～12：00 （健康センター）

●北檜山区敬老会
11：00～15：20　（役場町民児童課） 11：00～13：00　（ふれあいプラザ）

●年金相談（予約制）

●巡回診療（皮膚科）●眼科診療（予約制）
９ 10

10：00～14:00 （ふれあいプラザ）

●若松健康相談 ●婦人科診療 ●北檜山中学校文化祭

●第43回町民駅伝大会
9：00～12：00　（大成区）

13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)9：30～12：00　（イエローパレス）

●サケの上る森づくり植樹祭
10：00～11：30　（北檜山区）

１ ２ ３

　　　北 檜 山 区 行 事 予 定 表  　　  せたな町

日 月 火 水 木 金 土

４

13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

函館裁判所手続き案内

13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

●二俣健康相談 ●北檜山職業相談室

12：45～ （健康センター）

13：00～16：00 （やすらぎ館）

10：00～12：00 （二俣小学校） 9：00～12：00(北檜山職業相談室)

※受付はせたな町立国保病院歯科前

(三種混合・ヒブ・小児肺炎球菌)

15：15～15：45受付

●ふれあい市場

●【日曜診療当番医】

●婦人科診療
13：00～15：00 受付 (せたな国保病院)

●予防接種 ●婦人科診療
15 16

18：00～20:00　（ふれあいプラザ）

25
10:00～12:00、13:00～15:00

＊せたな町立国保病院
☎84-5321

14：00～16：00（せたな消防署前）

●町民歩こう会
9：00～13：00　（北檜山区）

9：00～　（大成総合支所）

（せたな町立国保病院-隣接施設）

9：00～15：00　（町民体育館）

●【日曜診療当番医】

５
14：00～15：00（温泉ホテル横）

12 13 14 17

　 「千の風から希望の木へ」

24

＊道南ロイヤル病院 ☎84－5111 （役場総務課総務係） ☎(0138)41－0232 (函館弁護士会)

11
●檜山管内スポーツフェスタ ●介護予防






