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“マナビィ”

1/9(土)「おこっぺ版ギネスに挑戦」参加者募集
興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、ギネスに挑戦が１月 9 日（土）に開催されます！
誰でも、簡単にできる種目ばかりですので、気軽に参加して下さい。
■日 時
■場 所
■対 象
■参加料
■申込期間
■申込先

1 月 9 日（土）９：00 集合
農業者トレーニングセンター（仲町）
幼児 及び 小学６年生以下
無 料
1 月 8 日（金）までに 下記宛申込み願います。
興部町子ども会育成連絡協議会
事務局 星川達哉 ℡82－2552（教育委員会内）

種目

競技方法

ギネス記録 ※( )内は当時

昨年の 1 位

①カンピューター

赤？白？どっち！？ 運だけが勝負。

5 回正解 笹岡凌介（4 歳）

②飛べ！紙ヒコーキ

紙ヒコーキを作って、遠くに飛ばす。

24.66ｍ ’00 硲貴洋（興 6）

13.02ｍ 加藤青空（興 3）

③ＵＦＯ

長ぐつをはき、足で遠くまで飛ばす。

22.88ｍ ’12 松坂和樹（興 6）

21.04ｍ 松田悠生（興 6）

④おこっぺタワー

空き缶を高く積み上げる。

17 本

13 本

⑤ネズミの宅急便

ぞうきんがけのタイムを競う。

9.15 秒 ’96 橋本佳樹（興 6）

⑥ニアピン大賞

ボールを転がしてピンに近づける。

5ｃｍ

’00 佃誓二（秋 5）

藤田愛永（興 6）

12.70 秒 松田悠生（興 6）

’00 加賀谷豪哲（沙 1） 75cｍ

近藤 伶（興 1）

1/23（土）
・24(日)「興部町子ども会宿泊研修」参加者募集
興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、興部町子ども会宿泊研修が 1 月 23 日（土）
・24 日
（日）に開催されます。
氷上チカ釣り体験や、網走市の流氷硝子館でガラス制作体験ができますので、皆さん是非参加してください。
■日 時
■場 所
■対 象
■参加料
■申込期間
■申込先

1 月 23 日（土）10:00 ～ 24 日（日）16:00
北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見
小学 3 年生～中学 3 年生
無 料
1 月 15 日（金）までに 下記宛申込み願います。
詳細は学校を通してチラシを配布しております。
興部町子ども会育成連絡協議会
事務局 星川達哉 ℡82－2552（教育委員会内）

おこっぺスタイルま・な・ぶ 1 月号のお知らせ
１月は｢つたえる編｣ ～『いのちのまつり 地球が教室』映画上映会 です。
〝誰もがかけがえのない存在”であることを、私たち大人はどんなふうに子供たちに伝えていけばいいでしょうか？
絵本『いのちのまつり』
（小学校道徳副読本・生活科教科書に採用）の著者 草場一壽氏が自ら制作・監修したイン
タビュー形式のドキュメンタリー映画です。地域や家庭でいのちの大切さを伝える手助けになればとの願いを込めて
制作されています。６名の出演者が語るお話のなかに、大切なメッセージが散りばめられています。
一年の始め、パワーある言葉を受け取って力強いスタートをきりませんか♪
どなたでも参加できます。ぜひごゆっくりご覧下さい。あたたかい飲み物とお茶菓子を準備してお待ちしています。
◎日 時
平成２８年１月１６日（土） １９時～（上映時間 約 60 分）
◎場 所
興部町中央公民館
◎入場料
無料
✩託児の準備をしています。小さなお子様連れの方もお気軽に参加ください。
（託児ご利用の方は下記までお申込みください）
✩興部中学校 石原校長先生に美味しい珈琲を淹れていただきます。
主催 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）
後援 興部町教育委員会

スキー場からのお知らせ
今年度の興部町営スキー場のオープンにつきまして、12月下旬を予定しておりましたが、積雪不足の
ため、まだオープンの目途が立っておりません。利用者の方々にはご迷惑をおかけしますが、いましばらく
お待ちいただきますよう、宜しくお願い致します。
なお、オープンの日程が決まり次第、新聞折り込みチラシ及びホームページにてにてお知らせいたします
ので、ご覧ください。
また、リフトの運行時間及び料金等につきましては、下記のとおりとなっておりますので、ご確認の上
ご利用くださいますようお願い致します。
●リフト料金（大人：高校生以上、小人：中学生以下）
シーズン券
：大人１５,７５０円、小人１０,５００円
１日券（ナイターも利用可能）：大人 １,５７０円、小人 １,０５０円
回数券（２２回利用可能）
：大人 １,０５０円、小人
７３０円
１回券（２回利用可能）
：大人
１００円、小人
７０円
●リフト運行時間
月曜日：18時～21時（ナイターのみ運行）
火曜日～土曜日：9時～12時／13時～16時／18時～21時（運休時間：12時～13時／16時～18時）
日・祝日：9時～17時（リフト運休時間なし）
※３月の平日はナイターのみの運行となります。
●オープン期間
３月中旬まで（積雪状況等により変更する場合があります）
●お問い合わせ先
興部町教育委員会体育振興係（℡８２－２５５２）／興部町営スキー場（℡８２－２７２９）
●興部町ホームページ内、興部町営スキー場のページ
http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/education/shakai/nbm3tm0000001f0q.html

興部町営スキー場

検索

体育施設の行事予定（１月）
●トレーニングセンター行事予定
日
時
行事内容
1月9日（土） 9:00～ 14:00 おこっぺ版ギネスに挑戦
1月16日（土） 9:00～ 12:00 スポーツ縁 日

●グリーンハウス（構造改善センター）使用予定
日
時
使用内容
1月6,7,9,10,12,13日 13:00～17:00
興部中野球部練習

●町営スキー場行事予定
日

時

行事内容

1月6,7,8日

10:00～11:30 ちびっこスキー教室

1月20～22,26～28日

1月19,29日

10:15～11:35 興部小学校スキー授業
10:15～11:50 興部中学校スキー授業

1月20～22,26～28日

13:40～15:05 興部中学校スキー授業

日
1月21,22,26,28日
1月29日
1月19,21,26日

時

行事内容

9:00～10:30 沙留小学校スキー授業
12:45～14:30 沙留中学校スキー授業
13:00～15:10 興部高校スキー授業

●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。
●貸館のお申込みは、原則使用日の2週間前までにお願いします。
○お申込み・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

1 月号
興部町立図書館
8 2 - 4 1 9 1
小説・読物類

房総の列車が停まった日・・・・・・・・・・・西村京太郎

王様のブランチが恋した本・・・・・・・・・・ＴＢＳテレビ

タスキメシ・・・・・・・・・・・・・・・・・額 賀 澪

翁長知事と沖縄メディア・・・・・・・・・・・・仲新城 誠

ヒトイチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・濱 嘉 之

妻が抱える夫ストレス・・・・・・・・・・・・・石原加受子

復讐屋成海慶介の事件簿・・・・・・・・・・・原田 ひ香

幸せな人生に必要なたった１つの言葉・・・・・・大津 秀一

地の底の記憶・・・・・・・・・・・・・・・・畠山 丑雄

ある犬のおはなし・・・・・・・・・・・・・・・Ｋａｉｓｅｉ

ヒトイチ画像解析・・・・・・・・・・・・・・濱 嘉 之

思いつき無職生活・・・・・・・・・・・・・・・いけだいけみ

ロマンシェ・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 マハ

不動の魂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・五郎丸 歩

人魚の眠る家・・・・・・・・・・・・・・・・東野 圭吾

戦う理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野村 忠宏

謎の毒親・・・・・・・・・・・・・・・・・姫野カオルコ

世にも奇妙な君物語・・・・・・・・・・・・・・朝井リョウ

使の者の事件簿１・・・・・・・・・・・・・・誉田 龍一

地に巣くう・・・・・・・・・・・・・・・・・あさのあつこ

公開処刑人森のくまさん１・・・・・・・・・・堀内公太郎

透き通った風が吹いて・・・・・・・・・・・・

ユートピア・・・・・・・・・・・・・・・・・湊 かなえ

〃

植物たち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝倉かすみ

ドール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 紘加

決戦！本能寺・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤

早春賦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山口恵以子

砂浜に坐り込んだ船・・・・・・・・・・・・・・池澤 夏樹

はたらく魔法さま１１～１４・・・・・・・・・和ヶ原聡司

天下人の茶・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤

大人の流儀５・・・・・・・・・・・・・・・・伊集院 静

ザ・ブラックカンパニー・・・・・・・・・・・・江 上 剛

ラオスにいったい何があるというんですか？・・村上 春樹

魔女の封印・・・・・・・・・・・・・・・・・・大沢 在昌

悲しみのイレーヌ・・・・・・・・・・・ピエール・ルメー

ソードアート・オンライン１６・・・・・・・・・川 原 礫
暴力刑事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小杉 健治

趣味・実用・暮らしの本類

地獄堂霊界通信１・・・・・・・・・・・・・・・香月 日輪

３日で編めるおしゃれソックス・・・・・・アップルミンツ

ロスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・呉 勝 浩

かぎ針編みのかわいいルームシューズ・・・

大川契り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加

ブラウニーとガトーショコラ・・・・・・・・・石橋かおり

ＧＯＳＩＣＫ ＰＩＮＫ・・・・・・・・・・・・桜庭 一樹

野菜たっぷりおかずの本・・・・・・・・・・・大庭 英子

クズリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柴田 哲孝

暮し上手のもてなしごはん・・・・・・・・・・枻 出 版 社

光のない海・・・・・・・・・・・・・・・・・・白石 一文

初女さんが子育てについて伝えたいすべてのこと・・・・・

ブルーアウト・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木 光司

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 初女

〃

天平の女帝・・・・・・・・・・・・・・・・・・玉岡かおる
幽霊人命救助隊・・・・・・・・・・・・・・・・高野 和明
モナドの領域・・・・・・・・・・・・・・・・・筒井 康隆
ヘブンメイカー スタープレイヤー２・・・・・・恒川光太郎
きみはいい子・・・・・・・・・・・・・・・・・中脇 初枝
私は存在が空気・・・・・・・・・・・・・・・・中田 永一

まきば号 の１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

１４日・２８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

１３日・２７日（水）
１４：２５～
１４：５０～
１５：３０～
１６：１５～
１６：３０

はまなす幼稚園

２２日（金）
１３：４５～

興 部 保 育 所

２１日（木）
１６：００～

沙 留 保 育 所

１５日・２９日（金）
１５：３０～

秋里地区
三浦宅
打田宅

豊野地区
長谷川宅
橋田宅
集落センター

２１日（木）
１４：４５～
１５：３５～
１６：００

２０日（水）
１４：４５～
１５：１０～
１５：３５～
１６：１０

★☆★クリスマス会☆★☆

●図書館ボランティアさんの活動紹介●

１２月１２日（土）にクリスマス会を行いました。
ボランティアさんによるハンドベルやパネルシアター、エプロンシアター、大型絵本の
読み聞かせ、人形劇、そしてジェフ先生によるサンタクロースの登場がありビックリし
て泣いてしまう子もいましたが大いに盛り上がりました。
ボランティアのみなさん、ありがとうございました。

ボランティアさんの活動は月１度の小学校への読み聞かせと小学校の
図書室の整理や装飾等、子どもたちの読書環境を整えるための活動
をしてくれています。
また、図書館のイベント時の手伝い等もしてくれています。
いつもありがとうございます。

～１月の休館日 1 日～5 日（年始休館日）
、11 日、18 日、25 日（毎週月曜日）

「おこっぺ長寿大学活動日記」～創作活動「絵てがみ」編～
去る 1２月１８日（金）
、紋別市より“ボランティア絵てがみ ひまわりの
会”代表 山崎貞 氏を講師にお招きし「初心者向け絵てがみ教室」を実施
しました。山崎先生におかれましては、当長寿大学のクラブ活動でも講師を
されておりますが、今回は初心者向けの内容として一般教養での実施となり
ました。
はじめに、書き方のコツとして「下手でイイ、下手がイイ」
「下書き無し」
「個性を大切に」とアドバイスいただき、筆の持ち方や色の塗り方など、軽
快なトークを交えながらの楽しい教室になりました。また、学生の方々は予
め用意してきた送付先を宛名に記入し、お孫さんや、友人、なんと旦那さん
宛てに投函する方もおり、心のこもった絵手紙を送ることができたようで
す。
おこっぺ長寿大学では、年 20 回の一般教養の他、一つのクラブ活動とし
て年 10 回程度実施しており、現在は、社交ダンス、書道、絵てがみ、コー
ラスと 4 クラブがあります。クラブ活動への参加を目的に入学されても結
構ですので、興味ある方おりましたら一度見学にいらしてください。
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

「バドミントン教室」参加者募集！～バドミントン協会主催～
バドミントン教室を下記の日程で開催いたします。また、併せて現在会員も募集しております。
「バドミントン教室参加」及び「入会」ご希望の方は、下記連絡先または、直接活動日に農業者
トレーニングセンターへお越しください。
■日

時

■会
場
■対象及び参加費
■ 申込方法
■ 問い合せ
■主
催

１月１4 日・２1 日・28 日・２月 4 日（木）１９：００～２１：００
※毎週 火・木曜日 １９：００～２１：００が協会の活動日となっています
農業者トレーニングセンター
小学校４年生以上（初心者大歓迎） 無料
お問合せ先に連絡をいただくか、直接、農業者トレーニングセンターにお越し下さい。
興部町バドミントン協会 事務局 川谷
℡ ８２－３２５２
興部町バドミントン協会

年末年始の休館日 12 月 31 日（木）～1 月 5 日（火）
【施設名】
中央公民館、別館、沙留公民館、総合センター（1 月 4 日（月）は成人式を実施します）
興部トレーニングセンター、沙留トレーニングセンター、構造改善センター（グリーンハウス）
、図書館

新年明けましておめでとうございます！あっという間に 2015 年が終わり、2016 年の幕開けと
なりました。新年早々ではありますが、
「ギネスに挑戦」や「あいすパラダイス」
、
「子ども宿泊研修」
が開催される予定となっております。新年の良いスタートがきれるように、たくさんの参加をお待ちしております。
どうぞ今年もよろしくお願い致します！！
☆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）

Tel ８２－２５５２ / Fax ８２－３０１１

okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp

