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9/22（木・祝) 

 
 

「興部中学校定期演奏会」開催！ 
「興部中学校吹奏楽部」による定期演奏会が下記の日程で開催されます。 

生徒たちが頑張ってきた練習の成果を定期演奏会で発表いたしますので、町民の皆様、是非見にきてください。 

■日 時  9月22日（木・祝） 開場 14：30  開演15：00 

■会 場  開基百年記念・興部町総合センター（興部町栄町） 

■入場料  ３００円（前売り券・当日券どちらも） 

      ※当日券販売時間 14：30 ～ 15：00 

※前売りチケットは、興部町内の2 カ所で9 月1 日（木）～20 日（火）まで取り扱っていただく

予定です。どうぞよろしくお願い致します。 
  

◎前売りチケット販売協力店：音楽屋びーとる、清寿し 

■主 催  興部町立興部中学校 

■演奏曲目  永遠の翼を持つイカルス、J-POPメドレー ほか 

■問合せ  興部町立興部中学校 矢木（℡ 82-2063） 

9/27（火） 

 
 

来たる9月27日、「平成28年度 紋別地区高齢者教室交流の集い」における講演プログラムとして、「真打 

入船亭扇治 落語会」を実施します。道民カレッジ連携事業となっているため一般観覧者の入場も可能です。お気

軽にお越しください。なお、一般観覧者は10時30分からの入場となりますので、ご了承ください。 

 
■期 日 9月27日(火)  午前10時30分～ 

■会 場 中央公民館 2階講堂 

■主 催 紋別地区社会教育推進協議会、公益財団法人北海道生涯学習協会 

■主 管 興部町教育委員会 

■入場料 無料 

■その他 申し込みの必要はありません。直接会場へお越しください。 

■問合せ 興部町教育委員会社会教育課 電話82-2552 

 

 

平成28年度オホーツク・おこっぺ芸術劇場主催事業 

 みんわらプロジェクト タカトシ寄席 inおこっぺ 
 

■出演者 タカアンドトシ、中川家、２７００、大西ライオン、すずらん、初恋タロー 

■日 時 9月18日（日） 開場12：30 開演13:30 

■会 場 開基百年記念・興部町総合センター 興部町栄町 

■主 催 オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会 

■入場料 1,500円（全席自由・税込）当日券500円増し 

    町内在住の小中高校生、興部高校生は無料（但し、入場整理券が必要） 

※詳細は北海道新聞8月25日朝刊の折り込みチラシか、下記事務局までお問い合わせください。 

■問合せ  オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会事務局 

       興部町教育委員会社会教育課内 電話０１５８－８２－２５５２ 

 

9/18（日） 

 
 



 

　

プールからのお知らせ

●平成2８年度の町営プールの営業は９月1１日（日）までとなっております。

●ナイタープールの開放は８月で終了致しました。ご利用ありがとうございました。

☆プールでの運動は水の抵抗に対して全身を使うことで消費カロリーが高く、浮力により腰・膝への負担

も小さく、水圧・水流によるマッサージ効果もあるなど効果的・効率的に運動を行うことができます。

9月になり肌寒くなる季節ですが、プールの中は温かいのでクローズまで皆さまぜひご利用ください♪

プールから上がった後には体を冷やさないようにご注意を！

第２９回おこっぺ牛乳の里マラソン大会が１０月２日（日）に開催されます。
今年も町内外から多数のランナーが参加され、興部小学校をスタートし興部町内を走り抜けます。
興部小学校付近の通行止め等、皆様にはご迷惑をおかけしますが、町民の皆様のあたたかいご声援とご協力を宜しく
お願い致します。

○開会式：８時５０分
○スタート時間：ハーフ ９時２０分、３ｋｍ ９時３０分、５ｋｍ・１０ｋｍ １０時１０分
○交流会：１１時～ ○競技終了時間：１２時００分 ○表彰式：１２時頃から随時
○お問合せ：おこっぺ牛乳の里マラソン大会実行委員会事務局

（興部町仲町 興部町教育委員会内 ℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１）

☆各種スポーツ事業・教室への参加について☆

体育振興係では、１年を通して様々なスポー
ツイベントや教室の参加者を募集しています。
難しい技術や特別な道具が必要なことはほと

んどありませんし、参加料もあまりかからない
ものばかりですので、ご家族・お友達などお誘
いあわせのうえ、ぜひ奮ってご参加ください♪
スポーツ教室の希望なども随時受け付けてお

りますので、お気軽にご相談ください！

●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

体育施設の行事予定（９月）

日　　　時

9月6日（火） 8:30～13:00

●トレーニングセンター行事予定
行事内容

ウォーキング教室

9月11日（日） 8:30～17:00 鈴木杯中学新人バレーボール大会

日　　　時

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定
行事内容

興部町防災訓練（駐車場のみ）８月３１日～９月１日 8:30～17:00

ピヤシリ湿原登山トランポリン教室



 
まきば号 ９月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ８日（木） 宇津地区 ７日・２１日（水） 秋里地区 1日・15日・29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 
2日・16日・30日（金） 

 １３：４５～ 
豊野地区 １４日・２８日（水） 

興 部 保 育 所 
1日・15日・29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 
９日・２３日（金） 

１５：３０～ 

 

★えほんのじかん（読み聞かせ）のお知らせ★ 

・日時 ９月１０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１０月８日 

＊毎月第2土曜日に実施 

 

 

９月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

ジハーディ・ジョンの生涯・・・・・・・ ・ロバート・バーカ 

変える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥田 愛基 

烈侠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加茂田重政 

ヒロシマに来た大統領・・・・・・・・・・・朝日新聞取材班 

母からの解放・・・・・・・・・・・・・・・・・信田さよ子 

両親の送り方・・・・・・・・・・・・・・・・・宮子あずさ 

ヤクザになる理由・・・・・・・・・・・・・・・廣 末 登 

私の八月十五日・・・・・・・・・・・・・・・・今 人 舎 

本当の強さとは何か・・・・・・・・・・・・・・増田 俊也 

アンマーとぼくら・・・・・・・・・・・・・・・有 川 浩 

風を繍う・・・・・・・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

友の墓の上で・・・・・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

深泥丘奇譚・・・・・・・・・・・・・・・・・・綾辻 行人 

歌姫メイの秘密・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤たかみ 

海の家族・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石原慎太郎 

西一番街ブラックバイト・・・・・・・・・・・・石田 衣良 

ゆけ、おりょう・・・・・・・・・・・・・・・・門井 慶喜 

ソードアート・オンライン ⑰⑱・・・・・・・・川 原 礫 

猿の見る夢・・・・・・・・・・・・・・・・・・桐野 夏生 

極道転生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・五 條 瑛 

ＱＪＫＪＱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐 藤 究 

一首千両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

孫六兼元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

柳に風・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

完本密命 ⑬⑭・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

刑罰０号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加 

ホームズ四世・・・・・・・・・・・・・・・・・新堂 冬樹 

東京會舘とわたし・・・・・・・・・・・・・・辻村 深月 

作家刑事毒島・・・・・・・・・・・・・・・・中山 七里 

ドッグファイト・・・・・・・・・・・・・・・楡 周 平 

津軽双花・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

おおあたり・・・・・・・・・・・・・・・・・畠 中 恵 

行方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・春口 裕子 

聖域侵犯・・・・・・・・・・・・・・・・・・濱 嘉 之 

ショットガン・ロード・・・・・・・・・・・・深町 秋生 

私が失敗した理由は・・・・・・・・・・・・・真梨 幸子 

裏捜査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・南 英 男 

殉職・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

コンビニ人間・・・・・・・・・・・・・・・・村田沙耶香 

ラヴィアンローズ・・・・・・・・・・・・・・村山 由佳 

あしたの君へ・・・・・・・・・・・・・・・・柚月 裕子 

九十歳。何がめでたい・・・・・・・・・・・・佐藤 愛子 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

わたしのマクロビオティックな暮らし・・・・・めぐろみよ 

北欧風がかわいい小さなこぎん刺し・・・・・ブティック社 

手編みの小もの７０・・・・・・・・・・・・・岡本 啓子 

ティズニーツムツムアイロンビーズ・・・・・・前川 朋子 

暮らし上手のハーブとスパイス・・・・・・・・枻 出 版 社 

世界一かんたんに作れるぐるぐるパンちぎりパン・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・たかやちかこ 

男の聖地角打ちに憩う・・・・・・・・・・・・小 学 館 

カンタン解説！改正介護保険・・・・・・・・・土屋 昭雄 

ＡＤＨＤのある子を理解して育てる本・・・・・田中 康雄 

日本懐かし夏休み大全・・・・・・・・・・・・辰 巳 出 版 

9月休館日 5日、12日、19日、26日（毎週月曜日）、 

22日（秋分の日） 

★宿泊体験教室、工作教室を行いました！ 

8月 4日に工作教室を行いました。絵本の表紙カバーで
エコバックを作りました。 
8 月 5 日～6 日に宿泊体験教室を行いました。牛乳パッ
クからハガキを作りおうちの方々へ手紙を出しました。
みんな上手にできました。 

  

 



          気づけば８月もあっという間に終わり、もう９月になります。９月には、敬老会や興部中学校の

定期演奏会もあります。９月から１１月には、たくさんの文化行事があるので皆さん是非色々な行 

事に足を運んで楽しみましょう！! 

 ８月も天気が安定することがなかったので、９月には心地よい天気になり秋を堪能できたらなと思っています！！ 

                                           成田 

「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする「北海道の生涯学習の学園」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。自分が学びたい講座を選び、自分を高めるとともに、

学んだ成果を地域などで生かすことが期待されています。 

 ■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 

 ■問い合せ  道民カレッジ事務局 電話011‐2０４‐５７８０ 

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

        ※ 講座内容一覧を掲載したガイドブックは中央公民館・沙留公民館ロビーに 

ございます。ご自由にお持ち帰りください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

興部町社会教育委員より興部町の皆様へ    vоl. ５   文責 柳原 

 

去る８月１２日（金）、映画鑑賞会を実施しました。内容は「君の名は 第2部」で、昨年の第1部に続き、

シリーズ2作目の上映会となりました。この映画は、脚本家、菊田一夫 氏の代表作で、1952年にラジオドラ

マで放送され、「番組が始まる時間になると、銭湯の女湯から人が消える」と言われるほどの人気作品だったよ

うです。また、このラジオドラマが映画化されると大ヒットを記録し、ヒロインの氏家真知子によるストールの

巻き方を真似た「真知子巻き」が流行したのもこの映画の影響だそうです。 

 鑑賞した学生からは、「当時の様子が思い出される」、「俺は映画館で観た（昔の彼女と・・・）」、「わたしは真

知子巻きを真似ていた」などの声も聞かれ、終始和やかな映画鑑賞会となりました。 

 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 

 

「おこっぺ長寿大学活動日記」 

～映画鑑賞会「懐かしの、あの映画をもう一度」編～ 

先日、札幌市にて行われた委員長等研修会に参加してきました。その中で当町での実践事例を報告してきました

が、昨年実施した「大人のクリスマス会」や近隣の市町村の委員さんにも足を運んでいただいた自主研修会につい

てはとても評価が高く、全道から集まっている、たくさんの委員さんに興味を持っていただきました。今後も興部

町の皆さんの貴重な意見をもとに社会教育を進めていきます。 

≺活動内容≻ 

委員長等研修会 ７月７～８日 委員長、副委員長出席（札幌市） 

佐呂間町交流会 7月22日 副委員長参加 

勉強会 ７月、活動内容の検討（６名出席） 

８月、活動内容の見直しと具体的な計画（６名出席） 

 『道民カレッジ』受講者募集 

 

http://manabi.pref.hokkaido.jp/hsgk./college/

