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“マナビィ” 

 

教育委員会では生涯学習に関する相談窓口を開設します 
「生きがいづくりを実践したい」「定年を迎え何か学習を始めたい」「趣味ができる施設を探している」「自分の

資格を地域で活かしたい」「まちづくりに対する指導者を探してほしい」など、町民のみなさんの生涯学習の実現
のために教育委員会としてお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。 
 

問合せ 社会教育課まで、電話82-2552又は直接（中央公民館内）お越しください。 
（月曜日～金曜日 8：30～17：15） 

 

参加募集 町民ロードレース大会開催！ 
今年で４５回目を迎える町民ロードレース大会が、道の駅「おこっぺ」を発着点として５月１５日（日）に開催され

ます。皆様方の挑戦を心よりお待ちしております。 
 
日 時  ５月１5日（日）10：30スタート 
会 場  道の駅「おこっぺ」 サイクリングロード内、折返しコース 
距 離  1.5ｋｍ・3ｋｍ・5ｋｍ 
参加料  小・中学生 700円、高校生 1,000円、一般 1,500円 
     親子ペア（2人で） 1,000円 
申込み  中央公民館・沙留公民館、トレーニングセンターで申込書を配布しております。 
主 催  興部町陸上競技協会 
問合せ  興部町中央公民館内 
     興部町陸上競技協会 事務局 近藤   電話 82-2552 

 

 

 

  

 

 

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。 
 
４月は｢まなぶ編｣～ライフオーガナイザーの方をお招きして 
『空間や暮らし、人生を効果的に準備・計画・整理し整えられるようになる』ための講座を開きます。 
“断捨離”・“お片づけ”など、｢片付ける＝モノを捨てなければ・・｣ とイメージしがち。コンプレックスを抱いたり、片 
付けに追われたりというように、かえってストレスを感じたり、｢心地よさ｣から離れていってしまうことも少なくありません。 
『自分や家族に合った・居心地良い空間づくり』が、きっと心地よい毎日のヒント！ 

【 空間や暮らし人生を楽しく・心地よく ～ライフオーガナイズで利き脳片づけ術 をまなぶ 】 
 
◎講師 網走市 クリア・ガーデン 斎藤ひろみ さん （2013年 JALO 日本ライフオーガナイザー協会認定） 
◎日時    Vol.１ ４月２６日（火曜日）１８：３０～２０：３０ 
       Vol.２ ５月１７日（火曜日）１８：３０～２０：３０ 
      ※２回の受講で、｢お片付けの知識｣と｢継続できるチカラをつける｣内容になっています。 
      ※どちらか１回の受講でも参加していただけます。 
◎場所    興部町中央公民館 ２階和室 
◎参加対象者 ※どなたでも参加できます♪ 

※お子様の同伴のご受講はできません。ご了承ください。 
◎募集人数  ３０名まで 
◎受講料   １，５００円程度 
◎お問合せ・参加申し込み   

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） 

 



３月２０日（日）をもちまして、今シーズンの町営スキー場の営業を終了いたしました。今シーズンも多くの方にご利

用いただき、大変ありがとうございました。来シーズンもご利用よろしくお願い致します。

スキー場閉鎖期間中のお問合わせについては、興部町教育委員会 体育振興係（℡８２－２５５２）まで。

町営スキー場クローズのお知らせ

●スポーツ安全保険とは、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動（社会教育活動）に参加で
きるように作られた、小さな掛金で大きな補償が得られる公益目的事業です。

●４名以上の社会教育関係団体（スポーツ・レクリエーション・文化活動等を行う団体）が加入でき、団体での
活動中、団体活動への往復中のケガや破損などの事故に対して補償がされる保険です。

●補償期間：平成２８年４月１日午前０時から平成２９年３月３１日午後１２時まで
（４月１日以降の加入手続きの場合の補償開始期は、加入手続きを行った日の翌日午前０時からとなり、終期は
平成２９年３月３１日午後１２時までとなっています）

●一部保険の対象とならない団体、活動等もありますのでご注意ください。
●詳しくは、興部町教育委員会体育振興係（℡８２－２５５２）または、（公財）スポーツ安全協会北海道支部
（℡０１１－８２０－１７０９）へお問い合わせください。（HP：http://www.sportsanzen.org）

平成２８年度 スポーツ安全保険のご案内

●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。
申込・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／Fax８２－３０１１まで

２月２１日に行われました基礎スキー級別テスト、及び２月２８日に行われました基礎スキージュニアテストの合格
者についてお知らせいたします。今後も技術を磨いて素晴らしいスキーヤーを目指してください♪

【級別テスト合格者】
☆１級：酒井 あや子・内田碧・坂井 里帆
◎２級：大輪 帆乃花・山内颯馬・日下 大夢・畔川 詩凛
○３級：浜田 ゆきの・橋場ななみ・坂井 真緒・松坂 帆高・鈴木菜月

【ジュニアテスト合格者】
☆１級：茂木 亜智

◎２級：浜田 ゆきの・大原朋華・坂井 真緒・橋場 ななみ
○３級：田仲 桃奈・田中美羽・舘山 真歩・佐藤 譲
●４級：工藤 美紗希・金田啓希・田中翔介・大平 遥斗・菅原 望央・加賀ゆつき

基礎スキー級別テスト・ジュニアテスト合格者のお知らせ

３月２７日（日）、興部町農業者トレーニングセンターにおいて、第３３回戸田杯争奪紋別地方卓球大会が近隣市町村
から選手が集まり開催されました。この大会は、町卓球協会が設立された昭和４６年に、初代会長であった戸田好一氏の
名前を残し開催され、今年で３３回目を迎える大会となっております。
大会成績は、次のとおりとなっております。

■男子シングルス ■男子ダブルス
【１位】越野 浩平（紋別K-tr） 【１位】森 勝人・清水福見（紋別卓球クラブ）
【２位】大友 孝啓（紋別卓球クラブ） 【２位】関原 雅人・高橋佑輔（興部高校）
【３位】吉水 淳（紋別卓球クラブ） 【３位】吉水 淳・寺島 卓（紋別卓球クラブ）
【３位】菅原 孝映（雄武高校） 【３位】脇坂 哲也（紋別K-tr）・内堀与嗣人（興部高校）

■女子シングルス ■女子ダブルス
【１位】松田愛優佳（雄武） 【１位】伊藤みなみ・熊谷 優花（興部高校）
【２位】熊谷 優花（興部高校） 【２位】内堀嘉那愛・加藤 里花（興部中学校）
【３位】大石あさひ（興部高校） 【３位】佐藤 百華・高橋ひより（興部中学校）
【３位】伊藤みなみ（興部高校） 【３位】松田愛優佳（雄武）・大石あさひ（興部高校）

第３３回戸田杯争奪紋別地方卓球大会結果のお知らせ

 

 

 

 



 
まきば号 ４月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ７日・２１日（木） 宇津地区 ６日・２０日（水） 秋里地区 １４日・２８日（木） 

西町  中学校 

旭町  小学校 

汐見町 海水浴場 

旭町  沙留公民館 

海運町 岡崎宅 

西町  中学校 

緑町  対馬宅 

１２：５０～ 

１３：１０～ 

１３：５０～ 

１４：２０～ 

１４：５０～ 

１５：２０～ 

１６：００～ 

    １６：３０  

宇津 永井宅 

宇津 ミルキーウェイ 

宇津 集落センター 

宇津 小島宅 

１４：２５～ 

１４：５０～ 

１５：３０～ 

１６：１５～ 

１６：３０ 

三浦宅 

打田宅 

１４：４５～ 

１５：３５～ 

１６：００ 

 

はまなす幼稚園 休み 豊野地区 １３日・２７日（水） 

興 部 保 育 所 
１４日・２８日（木） 

１６：００～  

長谷川宅 

集落センター 

１５：１０～ 

１５：３５～ 

１６：１０ 

沙 留 保 育 所 
８日・２２日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

いいかげんに、生きる・・・・・・・・・・・・・心屋仁之助 

東京湾岸畸人伝・・・・・・・・・・・・・・・・山田 清機 

いますぐ行きたい！日本の世界遺産・・・・・・・山本 厚子 

小泉純一郎独白・・・・・・・・・・・・・・・・小泉純一郎 

元警察署長が教えるお巡りさんの上手な使い方・・石橋 吾朗 

子の無い人生・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井 順子 

うちの猫がまた変なことしてる・・・・・・・・・卵山 玉子 

百姓貴族４・・・・・・・・・・・・・・・・・・荒 川 弘 

まめねこ５、６・・・・・・・・・・・・・・・・ね こ ま き 

呼出秀男の相撲ばなし・・・・・・・・・・・・・山木 秀男 

力道山対木村政彦戦はなぜ喧嘩試合になったのか・石川 順一 

ニャングリッシュ・・・・・・・・・・・・・・・講 談 社 

ホームレス川柳・・・・・・・・・・・・・・・興陽館編集部 

たそがれどきに見つけたもの・・・・・・・・・・朝倉かすみ 

かんかん橋の向こう側・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

鼠、地獄を巡る・・・・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

みんなの少年探偵団２・・・・・・・・・・・・・有栖川有栖 

イニシエーション・ラブ・・・・・・・・・・・・乾 くるみ 

気仙沼ミラクルガール・・・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

花が咲くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・乾 ル カ 

吹けよ風呼べよ嵐・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤 

擬宝珠のある橋・・・・・・・・・・・・・・・・宇江佐真理 

誰にも探せない・・・・・・・・・・・・・・・・大 崎 梢 

軽薄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金原ひとみ 

拳の先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・角田 光代 

バラカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・桐野 夏生 

みんなの怪盗ルパン・・・・・・・・・・・・・・小林 泰三 

九十九藤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加 

恭一郎と七人の叔母・・・・・・・・・・・・・・小路 幸也 

カナリア恋唄・・・・・・・・・・・・・・・・・杉本 章子 

君の膵臓をたべたい・・・・・・・・・・・・・・住野 よる 

仮面病棟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・知念実希人 

真説真田名刀伝・・・・・・・・・・・・・・・・東 郷 隆 

バビロンの秘文字２・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

世界の果てのこどもたち・・・・・・・・・・・中脇 初枝 

教場２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長岡 弘樹 

ラストフロンティア・・・・・・・・・・・・・楡 周 平 

まく子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西 加奈子 

十津川警部北陸新幹線かがやきの客たち・・・・西村京太郎 

鳴門の渦潮を見ていた女・・・・・・・・・・・   〃 

ビューティーキャンプ・・・・・・・・・・・・林 真理子 

マリコ炎上・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

カエルの楽園・・・・・・・・・・・・・・・・百田 尚樹 

新任巡査・・・・・・・・・・・・・・・・・・古野まほろ 

海は見えるか・・・・・・・・・・・・・・・・真 山 仁 

うちのご近所さん・・・・・・・・・・・・・・群 ようこ 

風待心中・・・・・・・・・・・・・・・・・・山口恵以子 

112日間のママ・・・・・・・・・・・・・・・清 水 健 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

腰痛解消！神の手を持つ１６人・・・・・・・・現 代 書 林 

からだを活性化させる魔法の油オメガ３レシピ・青木 絵麻 

かぎ針で編むしあわせベビーシューズ・・・アップルミンツ 

かぎ針で編むアニマルがま口こもの・・・・   〃 

愛しの油揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・高橋 良枝 

米粉だから作れるとびきりおいしい焼き菓子・・多森サクミ 

ホットケーキミックスでちぎりパン・・・・・・森崎 繭香 

暮らし上手のつながるお弁当・・・・・・・・・枻 出 版 社 

 

～４月の休館日 ４日・１１日・１８日・２５日（毎週月曜日）、２９日（昭和の日）～ 

加藤休ミさんプロフィール 

1976年北海道生まれ。クレヨンとクレパスを用い 

ノスタルジックな風景画やリアルな食べ物の絵を描く。主な

作品に「きょうのごはん」「りきしのほし」などがある。 

絵本作家加藤休ミさんワークショップ開催 

「クレヨンでさかなをかこう」 
期日：4月24日（日） 午前10時より 
場所：図書館 
対象：幼児、小学生  

 

 

 

＊クレヨンを使いますので汚

れてもいい服装で来てくださ
い 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RiomAa._FW_kYAPh.U3uV7/SIG=11v80a6o9/EXP=1458785434/**http:/kids.wanpug.com/illust/illust443.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

4月1日付け人事異動で社会教育課の職員体制が変わりました。 

 

宜しくお願い致します。 

 社会教育課 社会教育係  成田 怜央 （新採用） 

 

 お世話になりました。 

   建設課   管理係    星川 達哉 （前 社会教育課 社会教育係） 

 

スタッフ紹介 

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 

         時が経つのは早いもので、僕も働き始めて4年目に突入し、今回の人事異動で建設課へ異動とな 

りました。社会教育係は 3 年間の勤務で本当にあっという間でした。ここの係は人と関わることが

とても多く、この 3 年間でたくさんの町民の方々と顔見知りになる事ができました。町で子ども達に会うと“ほっし

ー”と叫んでくれる子もいて、すごく嬉しかったです。3年間社会教育係を勤めて培ったことを活かしながら、建設課

でも新たな気持ちで頑張りたいと思います。お世話になった皆さん、本当にありがとうございました。今回で編集後記

を書くのは最後になってしまいますが、また教育委員会に戻って来られたら嬉しいなと思っておりますので、もしそれ

が実現した時には、またよろしくお願い致します！ 

人事異動 

興部町社会教育委員より興部町の皆様へ            vоl. ４   文責 柳原 

 
３月１２日（土）、恵庭市より「ふるさと再生塾」塾長の小山忠弘先生を招き自主研修会を行いました。今回は

近隣の市町村にも声をかけさせていただき、６市町村（興部、西興部、雄武、紋別、滝ノ上、湧別）２７名が集

まっての研修会になりました。小山先生より基本的な社会教育委員のあり方についてお話をいただき、その後の

質疑応答では、市町村の問題について解決策を全員で検討するなど充実した時間となりました。更には社会教育

委員同士の良い交流の場となりました。 

≺活動内容≻ 

網走市～１月、副委員長１名、網走市社会教育委員定例会議参加 

勉強会～２月、今後の社会教育委員が行っていく事業について（４名出席） 

３月、自主研修会の打ち合わせ（９名出席） 

自主研修会～テーマ∶社会教育委員の役割とは何かを考える 

      講演テーマ∶社会教育委員が変われば、まちが変わる！ 

 

『道民カレッジ』受講者募集 

 「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする生涯学習の学園です。誰でもいつでも入学できます。道内のい

ろいろな場所で開催されている講座に参加できます。自分で学びたい講座を選び、自分を高めるとともに、地域な

どで生かすことができます。 

 ■内  容  ほっかいどう学、外国語会話、パソコン講座、ガーデニング、健康スポーツなど 

 ■学習方法  講習、講演、ビデオ視聴等 

 ■主  催  北海道教育委員会 

 ■問 合 せ  道民カレッジ事務局 電話011-2０４-５７８０ 

        ホームページ https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/ 


