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“マナビィ” 

 

社会教育施設の年末年始休館日は下記の通りです。 
■中央公民館・別館・沙留公民館       １２月３１日（土）～１月５日（木）   
■総合センター               １２月３１日（土）～１月５日（木） 
                                      ※1月4日(水)は成人式 
■トレーニングセンター（興部・沙留）  １２月３１日（土）～１月５日（木） 
■構造改善センター（グリーンハウス）  １２月３１日（土）～１月５日（木） 
■図書館                          １２月３１日（土）～１月５日（木） 
      

１月４日（水） 興部町成人式 
平成２9年１月４日（水）、総合センターにおいて成人式を挙行いたします。 
対象は、平成8年４月２日から平成9年４月１日の間に生まれた方です。 
興部町に住民登録されている方には、往復ハガキにて出欠の確認をいたしますが、進学や就職などで現在興部町

に住民登録されていない方も参加できますので、参加を希望される方は１２月12日（月）までに下記宛申込み願
います。 
■日 時  平成２9年１月４日（水）午後１時～ 
■会 場  開基百年記念 興部町総合センター（栄町） 
■申込先  興部町仲町 中央公民館内 
      興部町教育委員会 社会教育係 成田 

電話 82‐2552 

 

社会教育施設 年末年始の休館 

興部町に住民登録されていない方で参加を希望
される方は次の事項をご連絡願います。 
① 参加者氏名  ② 性別 
③ 案内状送付先住所 
（実家の場合は世帯主の氏名） 

④ 電話番号（日中の連絡先） 

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。 
☆１２月は ｢まなぶ編｣ ～ 珈琲講座とパステルアート講座です。 
【味の違いを愉しむ♪】 
ブラジル・モカ・コロンビア・ガテマラ・マンデリンの５種類のフレッシュな豆を、飲み比べして 

味わいます。味の違いがわかると、豆選びも・オーダーも迷わず楽しくできる♪昨年６月・１０月の開催後、ご
要望により豆の選び方、美味しい淹れ方について詳しく教えていただきます。 
『珈琲の産地を知ろう～豆の違いを愉しむ珈琲講座』 
   ～ 講師 興部中学校 校長 石原 邦彦 先生（珈琲マイスター）～ 
◎日 時    １２月 １２日（月） １８：３０～２０：３０ 
◎場 所    総合センター 和室 
◎募集人数   １０名程度       
◎参加費    700円（おいしいお菓子付） 
【パステルで冬のオーナメントを描く♪】 
１５分程度でどんな方でも簡単に描けるパステルアート。特別なテクニックなしで、塗り絵感覚で気軽に描け

ます。真っ白な画用紙の上で、色使いやグラデーションを思いきり楽しみます♪ 
パステルのやさしい色で気持ちがほぐれ、オリジナルアートが出来上がる感動を体験してみましょう。 

『パステルアート講座～おウチに飾りたくなる冬のオリジナルアート』  
   ～講師 パステルシャインアートインストラクター 藤田 明子さん（JPFF認定）～ 
◎日時     １２月 ２０日（火） ９：３０～１１：３０ 
◎場所     中央公民館  和室 
◎募集人数   １０名程度 
◎参加費    600円（画材料込み） 

（図書館にパステルアート実写真入りのチラシを置かせていただいています・参照ください） 
※持ち物 申し込みされた方に、詳細お伝えします。 
◎申込み   おこっぺスタイル ま・な・ぶ 事務局 
藤田（82-3869）または山根（090-7517-7919）高田（090-2878-3786） 

教育委員会では生涯学習に関する相談窓口を開設しています 
 「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） 



今年も幼児（年長）から小学1年生までのちびっこを対象にしたスキー教室を開催いたします。
スキー授業が始まる前に練習して先生や友達に良いところを見せちゃいましょう♪

●日 時 平成２９年１月１１・１２・１３日（水・木・金の計３回）
（スキー場の積雪状況等により日程を変更することがあります）

●場 所 興部町営スキー場
●時 間 午前１０時～午前１１時３０分まで
●参加対象 幼児（年長／２３年度生まれ）～小学１年生まで ２０名程度
●申込期間 平成2８年12月１日（木）～12月２６日（月）まで
●実技指導 興部スキー協会 スキー指導員
●参加料 無 料
●申込・問合せ先 興部町教育委員会体育振興係（℡82－2552／Fax82－3011）

【参加される方へのお願い】
※９時５０分までに、スキー場ロッジ内へ来て受付をしてください。

※スキー板、靴、ストック、帽子、手袋等の持ち物には必ず名前をつけてください。
※積雪・天候の状況等により日程が変更・中止になることがありますのでご了承願います。

『ちびっこスキー教室』開催のお知らせ

体育施設の行事予定
●トレーニングセンター行事予定

行事内容

ジュニアバドミントン講習会

日　　　時
12月4日（日） 9:30～12:00 興部町スポーツ少年団スポーツ大会
12月10日（土） 9:00～17:00

●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

今年度より幼児及び興部町内に居住または通学する小中高等学校の児童生徒のリフト利用料が無料となりました♪

つきましては、対象となる児童生徒の方で、無料のリフト券を必要とされる方は、下記まで申請をお願い致します。

なお、町内の学校に通う生徒におかれましては、後日学校で申込書を配布いたしますので、そちらをご利用ください。

また、幼児及び町外に通う生徒等につきましては、教育委員会及びスキー場にて申込書を配布いたしますので、直接

お越しいただきご記入頂きますよう、よろしくお願い致します。

スキー場のオープンにつきましては、積雪の状況にもよりますが１２月下旬頃を予定しておりますので、今しばら

くお待ちいただきますよう宜しくお願い致します。町営スキー場のオープン情報、営業時間、料金等の情報につきま

しては、興部町ホームページでご覧頂くか、教育委員会までお問い合わせください。

●受付場所・受付期間

オープン前：興部町教育委員会 １２月１２日（月）～オープン前日までの平日：９時～１７時

オープン後：興部町営スキー場 ヒュッテ事務室において営業時間内のみ引き換え

●お問合わせ：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１

町営スキー場 無料リフト券の申込みについて

 



 

１２月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

天皇陛下生前退位への想い・・・・・・・・・・・保阪 正康 

皇室 ７２号・・・・・・・・・・・・・・・・・扶 桑 社 

子どもを本好きにする１０の秘訣・・・・・・・・高濱 正伸 

人生最期の日に笑顔でいるために今日できること・川 嶋 朗 

心は天につながっている・・・・・・・・・・・・金澤 翔子 

天子蒙塵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎 

ようこそ、わが家へ・・・・・・・・・・・・・・池井戸 潤 

Ｄの殺人事件、まことに恐ろしきは・・・・・・・歌野 晶午 

闇の平蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・逢 坂 剛 

あなたのゼイ肉、落します・・・・・・・・・・・垣谷 美雨 

潮騒のアニマ・・・・・・・・・・・・・・・・・川瀬 七緒 

我ら荒野の七重奏・・・・・・・・・・・・・・・加納 朋子 

七四・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神家 正成 

四月になれば彼女は・・・・・・・・・・・・・・川村 元気 

すみなれたからだで・・・・・・・・・・・・・・窪 美 澄 

老乱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

継続捜査ゼミ・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

シャルロットの憂鬱・・・・・・・・・・・・・・近藤 史恵 

らくだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

完本密命 ⑮⑯・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

みやこざわぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加 

優しい街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新野 剛志 

青光の街・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柴田よしき 

脇坂副署長の長い一日・・・・・・・・・・・・・真保 裕一 

幸せのプチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・朱川 湊人 

私の幽霊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朱川 湊人 

浮遊霊ブラジル・・・・・・・・・・・・・・・・津村記久子 

メビウス１９７４・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

悪玉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳴 海 章 

壁の男・・・・・・・・・・・・・・・・・・・貫井 徳郎 

君はレフティ・・・・・・・・・・・・・・・・額 賀 澪 

リーチ先生・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 マハ 

かがやき荘アラサ―探偵局・・・・・・・・・・東川 篤哉 

恋のドラゴン・・・・・・・・・・・・・・・・東野 圭吾 

青が破れる・・・・・・・・・・・・・・・・・町屋 良平 

梅もどき・・・・・・・・・・・・・・・・・・諸田 玲子 

夜行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・森見登美彦 

カムパネルラ・・・・・・・・・・・・・・・・山田 正紀 

慈雨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柚月 裕子 

ただ生きていく、それだけで素晴らしい・・・・五木 寛之 

人は皆、土に還る・・・・・・・・・・・・・・曽野 綾子 

漂うままに島に着き・・・・・・・・・・・・・内澤 旬子 

記憶をつなぐラブレター・・・・・・・・・・・城戸真亜子 

インフェルノ・・・・・・・・・・・・・・ダン・ブラウン 

北海道ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内・・・日本巡礼倶楽部 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

手作りのやせ見え服・・・・・・・・・・・・ブティック社 

手ぬいで作る大人がきれいに見える服・・・・・高橋恵美子 

フェルトのお守りラッキーチャーム・・・・・・ピ ポ ン 

手あみの冬こもの・・・・・・・・・・・・・・小林 ゆか 

かぎ針編のバッグ・・・・・・・・・・・・アップルミンツ 

かぎ針編みの可愛いソックス・・・・・・・    〃 

禅に学ぶ台所しごと・・・・・・・・・・・・・小川 奈  々

成田屋の食卓・・・・・・・・・・・・・・・・堀越希実子 

暮らし上手のおうち和食・・・・・・・・・・・枻 出 版 社 

クックパッドのおいしい厳選！お菓子レシピ・・新星出版社 

みんなの掃除・片づけ日記・・・・・・・・・・翔 泳 社 

旅とオーガニックと幸せと・・・・・・・・・・星野紀代子 

 
まきば号 １２月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 1日・15日・29日（木） 宇津地区 １４日・２８日（水） 秋里地区 ８日・２２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 
９日（金） 

 １３：４５～ 
豊野地区 ７日・２１日（水） 

興 部 保 育 所 
８日・２２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 
２日・１６日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1月休館日  9日、16日、23日、30日（毎週月曜日） ＊年末年始の休館日 12月 31日～1月 5日 

 

★★クリスマス会のお知らせ★★ 

●日時 12月10日（土） 午前11時～12時 

●場所 図書館2階視聴覚室 

●内容 ハンドベルの演奏、 

    ブラックパネルシアター 「ヘンゼルとグレーテル」  

    大型絵本 「まどから★おくりもの」 

    ジングルベルの合唱 など 

ケント先生も

一緒だよ 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479630245/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMzUwLnBuZw--/RS=%5eADBVEkUZL5hoxiPOgyRkAPIns4hliQ-;_ylt=A2RCL5UkDDBY_k0AhCyU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479630245/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QyMzUwLnBuZw--/RS=%5eADBVEkUZL5hoxiPOgyRkAPIns4hliQ-;_ylt=A2RCL5UkDDBY_k0AhCyU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 11 月には、総合文化祭、チャリティー演芸会が開催され、たくさんの方々に出演して頂きまし
た。色々なトラブルもありましたが、全て無事終了し安心しています。 

今月は「石器作り」か「黒曜石を使ったアクセサリー作り」を選んで参加できる“おもしろ体験教室”を開催しま
す。参加者募集中です！！ 
さて、今年も残すところあと1ヶ月となりました。体調管理に気をつけて、良い年末をお過ごしください！ 

成田 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～「民族歌舞団こぶし座」公演編～ 

 去る１１月２２日（火）、道内を拠点に全国で活躍している、「特

定非営利活動法人 民族歌舞団こぶし座」による民俗芸能を鑑賞し

ました。道内に伝わる伝統芸能の「江差祭りばやし」「民謡 道南口

説節」にはじまり、「えびす舞」や「獅子舞」など、会場にいる学

生も一体となっての公演となりました。 

 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 

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 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～「民族歌舞団こぶし座」公演編～ 

結果報告 第 39回興部町長杯争奪弓道大会 

 10月30日（日）、総合センターにおいて第39回興部町長杯争奪弓道大会が開催され、今年は8市町

村から50名が参加しました。 

 

＜中学・高校の部 女子＞         ＜参・四段の部＞ 

優勝   椿谷菜生子（初級：紋別）    優勝   佐藤健太郎（四段：斜里） 

準優勝   鈴木 莉加（斜里）       準優勝  星  武美（四段：斜里） 

3位   矢内さとみ（2級：遠軽）    3位   井上 留美（四段：北見） 

 

＜中学・高校の部 男子＞         ＜五段以上の部＞ 

優勝    士門慶次郎（1級：留辺蘂）   優勝   川戸 裕児（五段：北見） 

準優勝  張間 祐太（初級：遠軽）    準優勝  士門 英樹（五段：留辺蘂） 

3位   佐々木準稀（斜里）       3位   中村  公（錬五段：紋別） 

 

＜弐段以下の部＞             ＜皆中賞＞            ＜最高的中賞＞ 

優勝   鈴木 文子（初級：紋別）    梅田 淳二（四段：士別）     川戸 裕児（五段：北見） 

準優勝  成田真理子（初級：紋別）    佐藤健太郎（四段：斜里） 

3位   石井 由紀（初級：紋別）    川戸 裕児（五段：北見） 

                      中村  公（錬五段：紋別） 


