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『米田御殿』一般公開のお知らせ
米田御殿は 1922 年（大正 11 年）
、華族で貴族院議員の
柳原義光伯爵が滞在した迎賓の館で、その時代を生きた米田
常作氏の思いを語り伝えています。
興部町歴史的遺産の指定を平成元年に受けて今年で 25 年
が経ちます。日本建築に見られる両脇床や上座敷の付書院等
が丁寧に作られており、伯爵を迎えたおもてなしの心が今も
なお受け継がれております。
■公開期間
■場
所
■入 館 料

6 月 12 日（金）～ 14 日（日）
10：00 ～ 15：00
栄町
※この施設にはトイレがありません。
無料

『郷土資料館』一般公開のお知らせ
「興部町郷土資料館」の一般公開を下記のとおり実施いたします。
米田御殿とあわせて、ひと昔前の生活を振り返ってみませんか。
■公開期間
■場

所

■入 館 料

6 月 10 日（水）～ 14 日（日）
13:00 ～ 18:00
東町 興部町給食センター2 階
（福祉保健総合センター「きらり」裏側の施設で、国道側が正面玄関になります）
※この施設にはトイレがありません。
無料

平成 27 年度『おこっぺ長寿大学』学生募集
「豊かに生きる」をテーマに、仲間づくり・趣味・挑戦を続ける学生を募集します。
■内

容

■学生資格
■期
間
■経
費
■送

迎

■申込み先

①一般教養（各種講演会、体育活動など）
②バス遠足
③紋別地区交流会
④クラブ活動（ダンス、絵てがみ、書道、コーラス、カラオケ）
町内に在住する 60 歳以上の方
平成 27 年 5 月～平成 28 年 2 月
１人 2,000 円（年間）
※その他、活動内容により実費負担を伴う場合があります。
市街地区以外の方々には送迎車（無料）を
運行する予定です。
教育委員会 ℡ 82-2552

体育施設の行事予定
●トレーニングセンター行事予定

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定

日
時
行事内容
6月19日（金） 8:30～13:00 ウォーキングマップ体験会
6月30日（火） 8:30～13:00 ウォーキングマップ体験会

日
時
行 事内容
6月12日（金） 8:00～12:00 ゲートボール大会（雨天時）
6月19日（金） 8:00～12:00 ゲートボール大会（雨天時）
6月26日（金） 9:00～13:00 はまなす幼稚園運動会総練習（雨天時）

●興部町民運動広場行事予定
日
時
6月27日（土） 8:00～16:00

行事内容
網走地 区ｶﾌﾞｽﾘｰｸﾞ前期 ｴﾘｱﾘｰｸﾞ戦第5節

町営プールがオープンします♪
6月1３日（土）より興部小学校プールをオープンいたします。
ルール・マナーを守ってぜひご利用ください♪
●期間 6月1３日（土）～9月1３日（日）まで
（但し、8月14日～16日はお盆休みとなっております。）
●時間 月～土曜 10時～19時30分 ／ 日曜・祝日 10時～17時まで
※１２時から１３時まではお昼休みのため使用できません。
※授業・水泳教室等使用時はプール玄関前において赤旗でお知らせいたします。
（赤旗の場合は、一般の方のプール利用はできません。）
◆ナイタープールのお知らせ
※平成２７年度のナイタープール開放日は7月１日～８月２６日までの毎週水曜日です。

登って爽快 in ウェンシリ岳登山参加者募集！
登って爽快 inウェンシリ岳登山の参加者を募集しています。体力づくりや健康のため、初夏を感じ、雄大な景色
を楽しみながら山登りに参加してみませんか？
詳しくは別刷りチラシをご覧の上、ぜひともご参加ください♪

【登って爽快 inウェンシリ岳登山】
●日時：６月２１日（日） ７：２０ 興部町中央公民館前集合
７：００ 沙留公民館前集合（沙留から送迎します）
●行程： ７：２０ 受付開始 ⇒ ７：３０ 公民館出発 ⇒ ９：００ 登山開始 ⇒
１２：３０ 頂上 ⇒ １５：３０ 下山終了 ⇒ １６：３０ 興部町中央公民館到着
●参加料：200円（傷害保険代として。集合写真を希望される方は、別途２００円必要となります）
●参加対象：小学生以上（ただし、小学生は保護者及び保護者の同意を得た大人の同伴が必要です）
●定員：30名（定員になり次第受付を終了いたします）
●申込受付：６月１日（月）～ 6月1５日（月）
●申込・問合せ：教育委員会体育振興係 ℡８２－２５５２（興部町仲町 興部町中央公民館内）

体育施設の利用について
体育施設を利用する際には注意事項をしっかりと守り、利用時間の厳守、使用後の整理整頓など、
皆さんが気持ちよく施設を利用できますよう、ご協力宜しくお願い致します。
また、利用者名簿が設置されている施設につきましては、利用の際には 必ず記入して頂きますよう宜し
くお願い致します。

●各種大会や団体で体育施設を利用したい場合は、体育振興係までお気軽にご相談ください。
●貸館の申込は、原則使用日の2週間前までにお願いします。
申し込み・お問い合わせは・・・興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２
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北海道終活がわかる本・・・・・・・・・・・・福田 淳一

忙しいという人ほど、実はヒマである理由・・・あらかわ菜美

北海道道の駅ガイド・・・・・・・・・・・・・紺谷 充彦

ペンギンが教えてくれた物理のはなし・・・・・・渡辺 佑基

第 8 次興部町社会教育中期計画・・・・・興部町教育委員会

ディック・ブルーナ ミッフィーと歩いた６０年・森本 俊司
ミツハの一族・・・・・・・・・・・・・・・・・乾 ル カ

趣味・実用・暮らしの本類

透明人間は２０４号室の夢を見る・・・・・・・・奥田亜希子

いつか暮らしたい移住地 人生の楽園・・・・・テレビ朝日

持たざる者・・・・・・・・・・・・・・・・・・金原ひとみ

子どものネット依存・・・・・・・・・・・・・遠藤 美季

偽装・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笹本 稜平

女性力を高める薬膳ごはん・・・・・・・・・・鳥海 明子

五十坂家の百年・・・・・・・・・・・・・・・・斉木 香津

女の子のシンプルでかわいい服・・・・・・・・村田 繭子

悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと・・・・瀧森 古都

忙しくてもちゃんと晩ご飯１０分定食・・ウィークックナビ

世界はゴ冗談・・・・・・・・・・・・・・・・・筒井 康隆

おにぎらずとおにぎらずロール・・・・・・・・郷 知詠子

夏の雷音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一

おうちサラダもてなしサラダ・・・・・・・・・主婦の友社

ヒポクラテスの誓い・・・・・・・・・・・・・・中山 七里

暮らし上手の毎日パン・・・・・・・・・・・・枻 出 版 社

十津川警部捜査行 １９ 北の欲望南の殺意・・・西村京太郎

コーヒー語辞典・・・・・・・・・・・・・・・山本加奈子

ラプラスの魔女・・・・・・・・・・・・・・・・東野 圭吾

この 1 冊であんしんはじめての離乳食事典・・・上田 玲子

天下 家康伝・・・・・・・・・・・・・・・・・火坂 雅志

この 1 冊であんしんはじめての幼児食事典・・・牧野 直子

小説土佐堀川・・・・・・・・・・・・・・・・・古川智映子
余命・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・五木 寛之

『花の友 2015 年春号』

二人の親を見送って・・・・・・・・・・・・・・岸本 葉子

【オホーツクに春を呼ぶ桜】と題して‘おこっぺ花（さくら）の会’

トットひとり・・・・・・・・・・・・・・・・・黒柳 徹子

の活動が町内の桜と共に紹介されています。

よれよれ肉体百科・・・・・・・・・・・・・・・群 ようこ

発足の経緯からエピソードまでと会の皆さんの桜への思いが

苦しみあってこそ人生・・・・・・・・・・・・・曽野 綾子

掲載されています。

宮沢賢治「旭川」より・・・・・・・・・・・・・あべ 弘士

まきば号 の６月 の巡 回 日 程 表
沙留地区
西町
旭町
汐見町
旭町
海運町
西町
緑町

中学校
小学校
海水浴場
沙留公民館
岡崎宅
中学校
対馬宅

【お知らせ】

宇津地区

４日・１８日（木）
１２：５０～
１３：１０～
１３：５０～
１４：２０～
１４：５０～
１５：２０～
１６：００～
１６：３０

宇津
宇津
宇津
宇津

永井宅
ミルキーウェイ
集落センター
小島宅

秋里地区

１０日・２４日（水）
１４：２５～
１４：５０～
１５：３０～
１６：１５～
１６：３０

はまなす幼稚園

５日・１９日（金）
１３：４５～

興 部 保 育 所

１１日・２５日（木）
１６：００～

沙 留 保 育 所

１２日・２６日（金）
１５：３０～

三浦宅
打田宅

豊野地区
長谷川宅
橋田宅
集落センター

１１日・２５日（木）
１３：５５～
１４：３５～
１５：０５

３日・１７日（水）
１４：４５～
１５：１０～
１５：３５～
１６：１０

昭和タイムトリップ展

図書館は 1985 年（Ｓ60）に開館し 30 周年を迎えました。
昭和を振り返ってみませんか？懐
その記念として‘第 1 回としょかんまつり’を開催することにしました。と、いうことで・・・
かしい本を展示します。
第 1 回としょかんまつり’のお知らせです！！
●期 間 7 月 16 日（木）
～8 月 16 日（日）
7 月 16 日（木）
1 日限りのナイター開館 午後８時まで
コーヒー付き コーヒーを飲みながら喫茶店にいる雰囲気で読書を楽しみませんか？
17 日（金） 午後 6 時～午後 7 時 30 分
絵本作家長谷川義史さんとミュージシャン＆マジシャン大友剛さんのライブ
18 日（土） 午前 9 時 30 分～12 時
子どもあそび広場
ビンゴゲームやクイズ、パステルアート体験等

★詳しいお知らせは７月号の図書館からのお知らせやチラシで配布いたします。
長谷川義史/作「いいからいいから」絵本館より

～６月の休館日～１日、８日、１５日、２２日、２９日（毎週月曜日）～

参加募集

おこっぺスタイル ま・な・ぶ

毎回参加者がきめたテーマ（まなぶ編・つくる編・つたえる編）について、学んだり・作ったり・伝え合ったりといっ
たことをしています。ゆるゆると楽しみながら、一緒に学び合い、人から人へ知識や思いを伝え合い、受け取る そん
な会です。参加したい回だけの参加も、時々の参加も自由です。
☆6 月は「まなぶ編」 おいしい珈琲のお話と実習です。
珈琲豆の奥深さをまなぶ♪ 家庭でおいしい珈琲を淹れられるワタシになる♪
『珈琲豆の基礎知識 と おいしい珈琲の淹れ方』
～講師 興部中学校 校長 石原邦彦 先生（珈琲コーディネーター）～
日
時
6 月 9 日（火） 18：30～20：30
場
所
中央公民館 和室
募集人数
9 名（参加人数の都合上残席 9 名の募集とさせていただきます）
持物その他
申込みされた方に、詳細お伝えします。
申込み
おこっぺスタイル ま・な・ぶ
藤田（82-3869/090-8371-7983）または山根（090-7517-7919）

平成 27 年度 興部町文化連盟表彰
興部町文化連盟では、5 月 25 日の総会の席上において、興部町文化連盟表彰として 4 名の方々を表彰いたしま
した。この表彰は長年の文化活動や優れた功績をあげられた団体や個人に対し行われるもので、各団体などの推薦
に基づき決定しています。

矢口より子さん（興部社交ダンス愛好会）

菅原洋子さん（興部社交ダンス愛好会）

吉水由利さん（ドゥリーム・コール）

山地和夫さん（興部カラオケ同好会）

※吉水さんは当日欠席の為、写真は掲載しておりません。

（興部町文化連盟事務局：社会教育課）
今月は、米田御殿と郷土資料館の春の一般公開があります。郷土資料館では、普段目にすることの無い昔
の道具を見る事ができ、懐かしく思う方もいれば、何に使うのかさっぱりわからないという方もいるかと思
います。初めて見る物もたくさんありますが、使い方を理解できたら意外と面白いものです。
米田御殿は、大正 11 年に建築されたとは思えないほど立派な建物で、柱一本をとって見ても、素晴らしい木が使用されて
おり、当時の建築技術に改めて感動させられます。当時の環境や、使える道具、機械を頭に浮かべながら、如何にしてこの建
物を建てたのか、考えるだけではなく実際に目の当りにしてみると、本当にその素晴らしさに魅了されます。
どちらも身近にあるとなかなか見ようという気にならないものですが、この機会に是非、足を運んでみて下さい！！
☆リバー☆

編集後記

発行 ： 興部町教育委員会 社会教育課
〒０９８－１６１５ 興部町仲町（中央公民館内）
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