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“マナビィ”

１月４日（月） 興部町成人式
平成２8 年１月４日（月）
、総合センターにおいて成人式を挙行いたします。
対象は、平成 7 年４月２日から平成 8 年４月１日の間に生まれた方です。
興部町に住民登録されている方には、往復ハガキにて出欠の確認をいたしますが、進学や就職などで現在興部町
に住民登録されていない方も参加できますので、参加を希望される方は１２月 7（月）までに下記宛申込み願いま
す。
興部町に住民登録されていない方で参加を希望
される方は次の事項をご連絡願います。
■日 時
平成２8 年１月４日（月）午後１時～
① 参加者氏名
② 性別
■会 場
開基百年記念 興部町総合センター（栄町）
③ 案内状送付先住所
■申込先
興部町仲町 中央公民館内
（実家の場合は世帯主の氏名）
興部町教育委員会 社会教育係 星川
④ 電話番号（日中の連絡先）
電話 82‐2552

社会教育施設 年末年始の休館
社会教育施設の年末年始休館日は下記の通りです。
■中央公民館・別館・沙留公民館
■総合センター

１２月３１日（木）～１月５日（火）
１２月３１日（木）～１月５日（火）
※1 月 4 日(月)は成人式

■トレーニングセンター（興部・沙留）
■構造改善センター（グリーンハウス）
■図書館

１２月３１日（木）～１月５日（火）
１２月３１日（木）～１月５日（火）
１２月３１日（木）～１月５日（火）

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、人から人へ知恵や思いを伝え合い、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。
☆１２月は｢つくる編｣ お菓子作り です。
家庭でも作れる♪ プレゼントしたくなる♪ 素敵な贈り物の準備をしませんか？
『 プレゼント・手土産にできる クリスマスケーキ（ブッシュ・ド・ノエル） 』
～ 講師 FIL HAND MADE 仲元寺 瞳さん ～
日 時
１２月 ８日（火） 9：3０～１２：００
場 所
元町 仲元寺様 宅
募集人数
8名
材料費実費集めます
持ち物
エプロン・バンダナ・手拭きタオル・持ち帰り用の容器または袋
申し込みされた方に、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）高田（090-2878-3786）

『ちびっこスキー教室』開催のお知らせ
今年も幼児（年長）から小学1年生までのちびっこを対象にしたスキー教室を開催いたし
ます。スキー授業が始まる前に練習して先生や友達に良いところを見せちゃいましょう♪
目指せ未来のトップスキーヤー！

●日

時 平成２８年１月６・７・８日（水・木・金の計３回）
（スキー場の積雪状況等により日程を変更することがあります）
●場
所 興部町営スキー場
●時
間 午前１０時～午前１１時３０分まで
●参加対象 幼児（年長／２２年度生まれ）～小学１年生まで ２０名程度
●申込期間 平成2７年12月１日（火）～12月２５日（金）まで
●実技指導 興部スキー協会 スキー指導員
●参加料
無 料
●申込・問合せ先 興部町教育委員会体育振興係（℡82－2552／Fax82－3011）
【参加される方へのお願い】
※９時５０分までに、スキー場ロッジ内へ来て受付をしてください。
※スキー板、靴、ストック、帽子、手袋等の持ち物には必ず名前をつけてください。
※積雪・天候の状況等により日程が変更・中止になることがありますのでご了承願います。

スキー場からのお知らせ
興部町営スキー場のオープンにつきましては、１２月下旬頃を予定しております
ので、今しばらくお待ちいただきますよう宜しくお願い致します。
（※積雪状況等によりオープンが延期する場合がありますのでご了承ください。）
リフトの運行時間、利用料金等のスキー場の情報につきましては、興部町ホーム
ページでもご覧になれますので、【興部町ホームページ】で検索して頂くか、下記
URLにてご確認ください。
●お問合せ先：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係
●興部町ホームページ内、興部町営スキー場のページ

℡８２－２５５２

http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/education/shakai/nbm3tm0000001f0q.html

体育施設の行事予定
●トレーニングセンター行事予定
日
時
行事内容
12月5日（土） 13:00～16:00 興部町スポーツ少年団スポーツ大会
12月13日（日）

9:00～17:00 近隣市町村中学生バドミントン実技講習会

●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・・・興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２

12 月号
興部町立図書館
8 2 - 4 1 9 1
小説・読物類

内房線の猫たち・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎

絵本はこころの処方箋・・・・・・・・・・・・・岡田 達信

Ｍの秘密・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その本、読みたい！低学年・・・・・・・・・・・村上 淳子

掟上今日子の遺言書・・・・・・・・・・・・・西尾 維新

犬川柳・・・・・・・・・・・・・・・・・・シーバー編集部

陽だまりの天使たち・・・・・・・・・・・・・・馳 星 周

猫川柳・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治・金色キタン・・・・・・・・・・・・・・畠 中 恵

〃

〃

ひとりぐらしも何年目？・・・・・・・・・・・たかぎなおこ

運命の花びら・・・・・・・・・・・・・・・・森村 誠一

自画像・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝比奈あすか

ウォーク・イン・クローゼット・・・・・・・・綿矢 りさ

わが心のジェニファー・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎

一〇三歳になってわかったこと・・・・・・・・篠田 桃紅

義貞の旗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安部龍太郎

図書室で暮らしたい・・・・・・・・・・・・・辻村 深月

下町ロケット２・・・・・・・・・・・・・・・・池井戸 潤

大放言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・百田 尚樹

竈河岸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宇江佐真理

私的読書録・・・・・・・・・・・・・・・・・堀江 敏幸

ギブ・ミー・ア・チャンス・・・・・・・・・・・荻 原 浩

６０代の生き方・働き方・・・・・・・・・・・阿部 絢子

墓標なき街・・・・・・・・・・・・・・・・・・逢 坂 剛

大阪府警暴力団担当刑事・・・・・・・・・・・森

ロゴスの市・・・・・・・・・・・・・・・・・・乙川優三郎

ボケないのはどっち？・・・・・・・・・・・・白澤 卓二

メビウスの守護者・・・・・・・・・・・・・・・川瀬 七緒

認知症新時代・・・・・・・・・・・・・・・毎日新聞出版

功

あこがれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川上未映子
ヨイ豊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・梶 よう子
ヒトでなし・・・・・・・・・・・・・・・・・・京極 夏彦

趣味・実用・暮らしの本類

寮生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏

バターを使わないまいにちグラタン・・・・・・藤 井 恵

竜の道２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白 川 道

編みたい×編んであげたいみんなのニット帽・・世界文化社

黒のコスモス少女団・・・・・・・・・・・・・・朱川 湊人

ソックニッティング・・・・・・・・・・・・日本ｳﾞｫｰｸﾞ社

冬の光・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・篠田 節子

北欧テイストの編み込みこもの・・・・・・・・木下あゆみ

わかれ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・瀬戸内寂聴

子供たちのアニマルベスト＆こもの・・・・アップルミンツ

Ｋｉｌｌｅｒｓ・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一

まきば号 の１２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

宇津地区

３日・１７日（木）
１２：５０～
１３：１０～
１３：５０～
１４：２０～
１４：５０～
１５：２０～
１６：００～
１６：３０

【クリスマス会 】
●日時 １２月１２日（土曜日）
午前１１時から１２時
●場所 興部町立図書館
●内容 ハンドベル演奏
エプロンシアター
ペープサートなど

宇津
宇津
宇津
宇津

秋里地区

９日（水）

永井宅
ミルキーウェイ
集落センター
小島宅

１４：２５～
１４：５０～
１５：３０～
１６：１５～
１６：３０

はまなす幼稚園

４日・１８日（金）
１３：４５～

興 部 保 育 所

１０日・２４日（木）
１６：００～

沙 留 保 育 所

１１日・２５日（金）
１５：３０～

みんな、
きてね！！

三浦宅
打田宅

豊野地区
長谷川宅
橋田宅
集落センター

１０日・２４日（木）
１４：４５～
１５：３５～
１６：００

2 日・16 日・30 日（水）
１４：４５～
１５：１０～
１５：３５～
１６：１０

★興部小学校 2 年生の図書館たんけんたいの
6 名が図書館へ体験学習に来てクリスマスコーナーを作っ
てくれました。ありがとうございました。

ジェフ先生もくるよ！！

～１２月の休館日 ７日、１４日、２１日、２８日（毎週月曜日）２３日（天皇誕生日）～
年末年始の休館日 12 月 31 日～1 月 5 日

1 月 6 日から開館です。

事業報告

「おこっぺ長寿大学活動日記」
～秋のバス遠足「きたみ菊まつり、北網圏北見文化センター」編～

去る 10 月 30 日（金）
、秋のバス遠足として「きたみ菊まつり」
と「北網圏北見文化センター」へ見学学習に行ってきました。菊ま
つり会場では大菊や古典菊など 15,000 鉢、コンクールで選ばれ
た菊、豪華な菊に彩られた菊人形など、普段目にすることの無い珍
しい菊が会場いっぱいに飾られていました。午後からは、北網圏北
見文化センターで博物館と科学館、そして美術館と複合施設ならで
はの、観るのも大変な？見学学習となりました。
おこっぺ長寿大学では受講生を募集しております。大学と言って
も堅苦しいことは何もありませんので気軽にお越し下さい。また、
見学も可能ですので興味ある方は下記宛ご連絡願います。
おこっぺ長寿大学事務局（興部町教育委員会社会教育課内）
電話８２－２５５２ 近藤

興部町社会教育委員より興部町の皆様へ

vоl. ２ 文責 社会教育委員 柳原

現在 13 名にて興部町社会教育委員会を設け社会教育事業と向き合っています。
今後、興部町の皆様に社会教育を理解いただき、更に活発に活動を行っていくために継続的に報告をさせていた
だきたいと思います。
＜報告内容＞
無事、オホーツク管内社会教育振興セミナーが終了しました。特別講演は道民カレッジとの連携講座のため一般よ
り 1 名の方が参加されました。12 月は社会教育委員による『大人のクリスマス会』を実施します。美味しいコー
ヒーとお菓子でゆっくり語りあう場としますので、
普段の生活から抜け出しぜひ皆さんに参加していただきたいと思
っています。
11 月 5 日（木）
11 月 14 日（土）
11 月 15 日（日）
12 月 20 日（日）

打ち合わせ会議（参加委員 7 名＋事務局 1 名）
振興セミナー講師との懇談（委員長、副委員長、事務局 3 名）
オホーツク管内社会教育振興セミナー（参加委員 10 名）
大人のクリスマス会 15 時より 町立図書館

編集後記

10・11 月には、遠紋地区芸能発表会、総合文化祭、チャリティー演芸会が開催され、たくさん
の方々に出演して頂きました。色々なトラブルもありましたが、全て無事終了し安心しています。
今月は「石器作り」か「まが玉作り」を選んで参加できる“おもしろ科学教室”を開催します。昨年初めて実施し
た内容でしたが、参加してくれた小学生が「楽しかったから、来年も絶対やってね！」と言ってくれたのを覚えてい
ます。些細な一言ではありましたが、とても嬉しかったです。
さて、今年も残すところあと 1 ヶ月となりました。体調管理に気をつけて、良い年末をお過ごしください！
☆リバー☆
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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