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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 28 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 17 日（金）～ 19 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 15 日（水）～ 19 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

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）

事業報告

｢おこっぺ長寿大学活動日記｣～絵てがみクラブの作品を展示しています～

現在、町立国保病院ロビーにおいて、おこっぺ長寿大学「絵てがみクラブ
（講師：山崎 貞 氏）
」の学生による絵てがみ作品を展示しております
機会ありましたらご覧ください。
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

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
6月10日（金） 8:30～13:00

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定
行事内容
ウォーキング教室

日

時
行事内容
8:00～12:00
ゲートボール練習
6月24日（金） 9:00～13:00 はまなす幼稚園運動会総練習（雨天時）
6月17, 18日（金、土）

町営プールがオープンします！
6月1１日（土）より町営プールをオープンいたします。
ルール・マナーを守ってどなたもぜひご利用ください♪
●開館期間：6月1１日（土）～9月1１日（日）まで
※ただし、8月14日～16日はお盆休みとなっております。
○開館時間：月～土曜 10時～19時30分 ／ 日曜・祝日 10時～17時
※１２時から１３時まではお昼休みのため使用できません。
※授業中・水泳教室等で一般利用できない時は、プール玄関前に赤旗を揚げお知らせいたします。
◆ナイタープールのお知らせ
平成２８年度のナイタープール開放日は7月１日～８月３１日までの毎週水曜日です。
◇お問合せ：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２
町営プール（開館期間中のみ） ℡８２－２７２９

歩いて爽快 ノルディックウォーキング参加者募集！
「歩いて爽快」事業の参加者を募集しています。ノルディックウォーキングは下半身だけでなく全身の筋肉を使
うエクサイズで、肩こり・腰痛の緩和をはじめ、腹部や二の腕のシェイプアップ、バスト・ヒップアップにも効果
があるとされています。ご家族やお友達とおしゃべりをしながら、鳥の歌声に耳を傾けながら、楽しく沙留まで歩
いちゃいましょう！ゴール後のお弁当もとってもおいしいですよ♪
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！

【歩いて爽快 ノルディックウォーキング】
●日時：６月１９日（日） ７：５０ 興部町中央公民館前集合
●参加料：８00円（昼食＋飲み物代として）
●参加対象：一般町民（お子さんの参加については保護者同伴でお願い致します）
●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（水）～ 6月1５日（水）
●申込・お問合せ：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２
（申込につきましては別添チラシに添付しております参加申込書に記入のうえ、参加料
を添えて興部町教育委員会、または沙留出張所へ提出してください。）

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 ℡8 2 －2552／Fax82－3011まで

６月号
興部町立図書館
8 2 - 4 1 9 1
小説・読物類
図書館へ行こう！・・・・・・・・・・・・・・・・洋 泉 社
図書館ごよみ＆イラスト１２００・・・・全国学校図書館協議会
あれを食べに、この山に行ってきました・・・・・鈴木 みき
一度はこの目で見てみたい！日本の世界遺産・・・三好 和義
今日が人生最後のひだと思って生きなさい・・・・小澤 竹俊
ディズニーキセキの神様が教えてくれたこと・・・鎌 田 洋
自殺予定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉理香子
断裂回廊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・逢 坂 剛
大きな鳥にさらわれないよう・・・・・・・・・・川上 弘美
葵の月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・梶 よう子
防諜捜査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏
この日のために・・・・・・・・・・・・・・・・幸田 真音
屋上の道化たち・・・・・・・・・・・・・・・・島田 荘司
イノセント・・・・・・・・・・・・・・・・・・島本 理生
求愛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・瀬戸内寂聴
ジャッカ・ドフニ・・・・・・・・・・・・・・・津島 佑子
総理に告ぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・永瀬 隼介
秋霜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟
サラバンド・サラバンダ・・・・・・・・・・・・藤 沢 周
亡者たちの切り札・・・・・・・・・・・・・・・藤田 宜永

硝子の太陽 Rouge・・・・・・・・・・・・・・誉田 哲也
硝子の太陽 Noir・・・・・・・・・・・・・・
〃
奥さまはクレイジーフルーツ・・・・・・・・・柚木 麻子
イヤシノウタ・・・・・・・・・・・・・・よしもとばなな
小藤次青春抄・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英
御鑓拝借・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〃
意地に候・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〃
八州探訪・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〃
完本密命①～⑫・・・・・・・・・・・・・・・
〃

趣味・実用・暮らしの本類
服のちょこっとお直しレッスン Book・・・・・・学研プラス
かぎ針編みのスリッパ＆サンダル・・・・・エクスナレッジ
本日も餃子日和・・・・・・・・・・・・・・・橘田いずみ
毎日のお味噌汁・・・・・・・・・・・・・・・平山 由香
Ｃｏｍｅ ｈｏｍｅ 43・・・・・・・・・・・主婦と生活社
農家が教える野菜の収穫・保存・料理・・・・・西 東 社
親子で楽しむ手形アート・・・・・・・・・やまざきさちえ
おひるねアート撮影術・・・・・・・・・・・・小 学 館
ｔupera tupera の手づくりおもちゃ・・・ｔupera tupera
基本がわかるキャンプレッスンブック・・JTB パブリッシング

まきば号 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

宇津地区

2 日・16 日・30 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

1 日・15 日・29 日（水）
１４：２５～
１４：５０～
１５：３０～
１６：１５～
１６：３０

はまなす幼稚園

１０日・２４日（金）
１３：４５～

興 部 保 育 所

９日・２３日（木）
１６：００～

沙 留 保 育 所

３日・２４日（金）
１５：３０～

秋里地区
三浦宅
渡辺宅
打田宅

豊野地区
長谷川宅
集落センター

９日・２３日（木）
１４：３５～
１５：０５～
１５：３５～
１６：００

８日・２２日（水）
１５：１０～
１５：３５～
１６：１０

★えほんのじかん（読み聞かせ）のお知らせ★

♥♥0・1・2 歳向け絵本バック♥♥

・日時 6 月 11 日（土） 午前 11 時～30 分
・場所 図書館１階児童コーナー
・対象 幼児から小学３年生くらいまで
＊次回は 7 月 9 日（たなばた会を行います）
＊毎月第 2 土曜日に実施

「赤ちゃんにどんな絵本を読んであげたらいいのかわからな
い…」など悩んでいる方に向けてあらかじめバックにおすす
めする赤ちゃん絵本を 5 冊入れてバックごと貸出することに
しました。いろいろな絵本を読んであげてどんな反応をする
のか、何が喜ぶのかを知り絵本選びの参考になればと思いま
す。このバックは読み聞かせボランティアをしていただいて
います
元町の仲元寺瞳さんに作っていただきました。
ありがとうございました。

★★臨 時 開 館 のお知らせ★★
6 月 13 日（月）9 時 30 分～18 時まで開 館します。
★★★ボランティアさん募集★★★
どうぞご利用ください。
現在図書館ボランティアさんには各小学校での読み聞かせ
どうぞご利用ください。
と学校図書室の飾りつけ等を手伝ってもらっています。一緒に
子どもたちのために活動してみませんか？興味のある方は図
書館までご連絡ください。
～６月の休館日

６日・２０日・2７日・
（毎週月曜日）～

参加募集

おこっぺスタイル ま・な・ぶ ６月号

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。
☆つくる編 ｢使って楽しい♪ 毛糸たわし&コースターを編む～基本のかぎ針編み～たわし&コースター｣
１時間～２時間で簡単に手のひらサイズの編み物が完成します。編み物を得意な方も、まったく経験のない方
でも大丈夫です。編んでいる間も楽しくなるかわいい仕上がりです。
（かぎ針、毛糸は準備いたします）
◎日時
６月１４日（火）９：３０～１１：３０
◎場所
公民館 ２階和室
◎講師
おこっぺスタイル ま・な・ぶ スタッフ
☆つたえる編 ｢愛あるご飯作り～ホタテ貝柱の炊込ご飯・ランチ会｣
３月号おこっぺスタイルま・な・ぶ で町内在住の方からまなぶ事務局が教わった作り方を伝授いたします。
身近にある素材で、誰でも簡単に、おいしくできるコツ。ちょっとだけ特別感のある炊込みご飯を、楽しくみん
なでいただくのも、まなぶ流です♪
◎日時
６月２５日（土）１０：００～１３：３０
◎場所
人数により決定 申込された方にお知らせします
◎講師
おこっぺスタイル ま・な・ぶ 事務局スタッフ
◎メニュー 簡単炊込みご飯 シャキシャキ浅漬け ほっこりおいしいお味噌汁
※ 持ち物 お申込の際、詳細お伝えします
※ 編み物・ランチ会は どちらも材料費を集めます
｢つたえる編｣ ～【いのちのまつり 地球が教室】 映画上映会
（今年１月に公民館での上映会を開催しました、第２弾です）
〝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６名の出演者による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。これからの時代を生きていくうえでの 【人間力・子育て
の中心軸・家族・人との関わり・親になること】
・・・・。今いちばん伝えたいメッセージがたくさん詰まって
います。どなたでも参加できます。
“見逃した方”
“また観たい方”
、ぜひお気軽にお越し下さい。
◎日 時
◎場 所
◎入場料
◎後援

６月３０日（木） １９時～（上映時間 約 60 分）
興部中学校
無料
興部町教育委員会

◎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）

平成 28 年度 興部町文化連盟表彰
興部町文化連盟では、5 月 23 日の総会の席上において、
興部町文化連盟表彰として 2 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。

前田裕子さん（興部社交ダンス愛好会）
大村則子さん（ドゥリーム・コール）

編集後記

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。どちらも昔の道具などを見ることが
でき。昔のことを思い出したり、昔はこんなものがあったんだなど様々な発見ができると思いま
す。皆さんぜひ足を運んでみてください。
成田
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

