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“マナビィ” 

 

8/13(土)～15(月) アニュウで子ども盆踊り 

  

8月13日（土）～15日（月）の3日間、道の駅アニュウの広場で「子ども盆踊り」が開催されます。 

（主催：興部町子ども会育成連絡協議会 会長 小山哲夫）お父さんもお母さんも、おじいちゃんおばあちゃんも、

お友達もみんなで踊ろう！1日目、3日目はおやつの配布、2日目には花火大会があるよ！！ 

多くの参加をお待ちしております。 

 

■日 時   8月13日（土）～15日（月） １９：００～２０：００ 

■場 所   道の駅アニュウ広場 

■主 催   興部町子ども会育成連絡協議会 

■問い合せ  興部町仲町 中央公民館内 

      興部町子ども会育成連絡協議会 事務局 成田 ℡82-2552 

 

  「興部町郷土資料館」の一般公開を下記の通り実施します。先人の足跡を後世に残すため、町立図書館資料室、

中央公民館展示室に展示されておりました郷土資料や町民の皆様から寄贈されました郷土資料を「生活・文化」「林

業」「漁業」「農業」の４つに分類して展示しています。興部町の昔が一目でわかるようになっています。 

   帰省されたご家族、ご友人もお誘い合わせの上、ご来館くださいますようご案内いたします。 
 
  ■公開日時  ８月10日（水）～１4日（日）１３：００～１８：００ 

（上記期間以外に来館をご希望の方は、下記問い合せ先にご連絡をお願い致します。） 

  ■所 在 地  興部町東町 興部町学校給食センター 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。 

  ■入 館 料  無 料 

  ■問い合せ  教育委員会 社会教育係 ℡ 82－2552 

   

郷土資料館 一般公開！ 

「おこっぺ町民ギャラリー」募集 

皆さんの作品をロビーに展示してみませんか？ 

当教育委員会では、町民の皆さんの作品を展示していただけるよう、公民館のロビーを開放致します。 

詳細につきましては、教育委員会にお尋ね下さい。 

 

■対  象 興部町民（個人、団体は問いません） 

■展示期間 1団体概ね2週間程度 

■対象作品 写真、絵画、工芸品等 

■使 用 料 無料 

■連 絡 先 教育委員会 社会教育係 

        ℡ ８２－２５５２ 

 

募集 



 

 

  
 

                          

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

  
 

                          

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            



 

 
まきば号 ８月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ２５日（木） 宇津地区 １０日・２４日（水） 秋里地区 ４日・１８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 

１４：３５～ 

１５：３５～ 

      １６：００ 

はまなす幼稚園 
１９日（金） 

 １３：４５～ 
豊野地区 3日・17日・31日（水） 

興 部 保 育 所 
４日・１８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 
１２日・２６日（金） 

１５：３０～ 

 
 

 

８月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

絵本はパレット・・・・・・・・・・・・・・・・大井むつみ 

激闘！闇の帝王安藤昇・・・・・・・・・・・・・大下 英治 

いまこそ知りたいドナルド・トランプ・・ｱﾒﾘｶ大統領選研究会 

お茶の時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・益田 ミリ 

田部井淳子のそこに山があるから・・・・・・・・田部井淳子 

Ｔｈｅ ＮＩＮＪＡ・・・・・・・・・・・ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

果てなき便り・・・・・・・・・・・・・・・・・津村 節子 

少女は花の肌をむく・・・・・・・・・・・・・朝比奈あすか 

帰郷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎 

落陽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝井まかて 

陸王・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池井戸 潤 

いまそこにいる君は・・・・・・・・・・・・・・北方 謙三 

真贋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

ジャッジメント・・・・・・・・・・・・・・・・小林 由香 

裸の華・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・桜木 紫乃 

ストレンジャー・イン・パラダイス・・・・・・・小路 幸也 

記憶の渚にて・・・・・・・・・・・・・・・・・白石 一文 

ウェディングドレスおしあわせに・・・・・・・・玉岡かおる 

大沼ワルツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・谷村 志穂 

ジニのパズル・・・・・・・・・・・・・・・・・崔   実 

水戸黄門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月村 了衛 

私の消滅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村 文則 

飛鳥ⅡＳＯＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

十津川警部日本周遊殺人事件・・・・・・・・・・  〃 

蠕動で渉れ、汚泥の川を・・・・・・・・・・・・西村 賢太 

伯爵夫人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・連實 重彦 

待ってよ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・蜂須賀敬明 

受難・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・帚木 蓬生 

お春・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橋 本 治 

中島ハルコはまだ懲りてない・・・・・・・・・林 真理子 

生還せよ・・・・・・・・・・・・・・・・・・福田 和代 

侠飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福澤 徹三 

希望荘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮部みゆき 

長流の畔・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮 本 輝 

スタフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・道尾 秀介 

珠玉の短編・・・・・・・・・・・・・・・・・山田 詠美 

ずんずん・・・・・・・・・・・・・・・・・・山本 一力 

ラストナイト・・・・・・・・・・・・・・・・薬 丸 岳 

美しい距離・・・・・・・・・・・・・・・山崎ナオコーラ 

恋するハンバーグ・・・・・・・・・・・・・・山口恵以子 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

平穏死を受け入れるレッスン・・・・・・・・・石飛 幸三 

笑って付き合う認知症・・・・・・・・・・・・榎本 睦郎 

やってみませんかダンボールコンポスト・・・・合 同 出 版 

昭和なくらし方・・・・・・・・・・・・・・・小泉 和子 

ファスナーつけなしで作る！パンツとスカート ﾌ ﾞ ﾃ ｨ ｯ ｸ社 

カラフル糸の編み雑貨・・・・・・・・・・・日本ｳﾞｫｰｸﾞ社 

薬味の魔法・・・・・・・・・・・・・・・・・平尾 由希 

暮らし上手のホームパーティー・・・・・・・・枻 出 版 社 

クックパッドのおいしい厳選！麺類レシピ・・・新星出版社 

もう献立に悩まない・・・・・・・・・・・・・高木 ゑみ 

ねこの切り絵・・・・・・・・・・・・・・・・高 木 亮 

紙バンドで作るほめられかご・・・・・・・・日本ｳﾞｫｰｸﾞ社 

大人かわいいプラカゴと小物・・・・・・・・・織田真理子 

★たなばた会を開催しました！小学生ボランティア大活

躍！！★ 
7月9日にジェフ先生と一緒にたなばた会を開催しました。たなばたの歌

を英訳しみんなで歌ったり、たなばたカードを使いツイスターゲームを楽し

みました。 

その後にボランティアさんによる絵本の読み聞かせやペープサートがあ

り最後に短冊に願い事を書いて終了となりました。今回のたなばた会では小

学生ボランティアが大活躍しペープサートで役を演じてくれたり小さな子

の面倒を見てくれたりとボランティアさんのサポートをしっかりとしてく

れました。ありがとうございました！ 

８月の休館日1日、8日、15日、22日、29日（毎週月曜日）・11日（山の日） 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ７月は気温が安定しなく暑くなったり寒くなったりしていましたが、ようやく夏らしくなってき

たかなと感じられるようになってきました。８月は心地よい天気なってくれるのを祈るばかりです。            

今月は、興部町子ども会育成連絡協議会主催の「子ども盆踊り」があります。盆踊りの後にはお 

菓子がもらえたり、２日目には花火大会もあるので皆さん是非参加してみてください。 

                                        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 

編集後記 

 

 

 

６月25.26日に開催された「第８回 グレンツェンピアノ

コンクール全国大会」（予選は昨年より実施）において、桑野

陽太君（７歳）が幼児の部（幼児の部：参加数110名）で優

秀賞を獲得され、また、指導された中村智子先生も 同コン

クールの優秀な指導者として、指導者賞を授与されました。 

桑野陽太君 グレンツェンピアノコンクール 全国大会 優秀賞 

中村智子先生（中村ピアノ・エレクトーン教室 主宰）指導者賞 受賞 

参加募集  

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。 

☆つたえる編 ｢愛あるご飯作り～ratatouille（ラタトゥィユ）&フルーツジャム｣ 

 ３月号おこっぺスタイルま・な・ぶ で町内在住の方から教わった“あの人の美味しいご飯“身近な素材 

で、簡単に、おいしくできる、ランチメニューを一緒に作ってみませんか？ 

今回はフレッシュなフルーツでつくる ジャム。家庭で作るポイントも教えていただきます。  

しあわせな食卓のヒント～たくさん見つけましょう！ 

◎日時   ９月 ２日（金） 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   元興部町在住のK様 （2016.３月号講師） 

 ◎メニュー ♪野菜たっぷりラタトゥイユ&パン ♪使い道広がるフルーツジャム 

 ◎申込締切 ８月２５日までにお申し込みください 

※ 持ち物 お申込の際、詳細お伝えします 

※ 当日材料費を集めます 

◎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） 

おこっぺスタイル ま・な・ぶ  参加募集 


