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 1/7(土)「おこっぺ版ギネスに挑戦」参加者募集 
興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、ギネスに挑戦が１月7日（土）に開催されます！ 
誰でも、簡単にできる種目ばかりですので、気軽に参加して下さい。 

  
■日 時  1月7日（土）９：00集合 
■場 所  農業者トレーニングセンター（仲町） 
■対 象  幼児 及び 小学６年生以下 
■参加料  無 料 
■申込期間  1月6日（金）までに 下記宛申込み願います。 
■申込先  興部町子ども会育成連絡協議会  

事務局 成田怜央 ℡82－2552（教育委員会内） 
種目 競技方法 ギネス記録 ※(  )内は当時 昨年の1位 

①カンピューター 赤？白？どっち！？ 運だけが勝負。  3回正解 加藤青空（興4） 

②飛べ！紙ヒコーキ 紙ヒコーキを作って、遠くに飛ばす。 24.66ｍ ’00硲貴洋（興6） 17.07ｍ 大原陵慎（興6） 

③ＵＦＯ 長ぐつをはき、足で遠くまで飛ばす。 22.88ｍ ’12松坂和樹（興6） 16.80ｍ 岡崎瑞希（興3） 

④おこっぺタワー 空き缶を高く積み上げる。 17本   ’00佃誓二（秋5） 10本    平澤 走（興4） 

⑤ネズミの宅急便 ぞうきんがけのタイムを競う。 9.15秒 ’96橋本佳樹（興6） 13.94秒 近藤  伶（興2） 

⑥ニアピン大賞 ボールを転がしてピンに近づける。 5ｃｍ  ’00加賀谷豪哲（沙1） 1.07ｍ   橋場蒼汰（興3） 

 
 1/21（土）・22(日)「興部町子ども会宿泊研修」参加者募集 
興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、興部町子ども会宿泊研修が1月21日（土）・22日

（日）に開催されます。 
 氷上チカ釣り体験や、山の水族館見学、木工クラフト体験、ができますので皆さん是非参加してください。 
 

■日 時  1月21日（土）8：45 ～ 22日（日）16：00 
■場 所  北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル北見 
■対 象  小学3年生～中学3年生 
■参加料  無 料 
■申込期間  1月13日（金）までに 下記宛申込み願います。 
      詳細は学校を通してチラシを配布しております。 
■申込先  興部町子ども会育成連絡協議会  

事務局 成田怜央 ℡82－2552（教育委員会内） 

 

 
 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。 
☆１月は ｢まなぶ編・つたえる編｣ ～ ネイルアート講座です。 
【大切な手をいたわる】 
 冬場の手、あれていませんか？カサカサしたり、痛みがあったり、ガマンしていませんか？そんなことをクリア 
して、ネイルアートで手元を明るく美しく保つ方法をシェアしあいます！ 
ネイルのカラーは持ち寄りします。手持ちのものがなくても参加していただけます。 

 『手元をいたわり美しく♪～ネイルアート講座』 
       ～ 講師 支倉 小百合 さん （ネイルアート ナビゲーター） ～ 
 ・手持ちのネイルグッズをお持ちいただき、教えていただきます。 
 ・直塗りまたはチップ、どちらでも大丈夫です。お好みのものを持込みください。 
 ・ネイルカラーは参加者同士でシェアします。 
 ・ハンドケアのためのクリームづくりもあわせてできます。お申込の際、お問合せください。 
 （精油は ＊メディカルアロマテラピー協会；フランス式・薬理効果を目的としたもの  

＊フロリハナ；国際基準に適応したオーガニック認定製品 を使用します） 
◎日 時    １月２６日（木）  ９：３０～１１：３０ 
◎場 所    中央公民館 和室 
◎募集人数   １０名程度       
◎参加費    ネイルアート  ６００円  
（メディカルアロマ 万能クリーム または蜜蝋入りハンドクリーム を希望の方は 別途３００～４００円） 
※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（82-3869/090-8371-7983）または山根（090-7517-7919）高田（090-2878-3786） 

 

参加募集 おこっぺスタイル ま・な・ぶ 

 



●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（１月）

スキー場からのお知らせ

1月17～20,25,31日 13:40～15:05 興部中学校スキー授業

興部小学校スキー授業

行事内容

ちびっこスキー教室

興部中学校スキー授業

日　　　時

10:00～11:30

10:15～11:50

1月11～13日（水～金）

1月17,27日

1月18～20,24～26,31日 10:15～11:35

●町営スキー場行事予定

1月24,26日 13:00～15:10 興部高校スキー授業

日　　　時 行事内容

1月19,20,24,26,31日 9:00～10:45 沙留小学校スキー授業

1月27日 12:45～14:30 沙留中学校スキー授業

※スキー場の行事予定につきまして、上記の時間帯につきましては一般の方もご利用は可能ですが、

スキー場の混雑が予想されますので、ご利用の際にはご理解の程、宜しくお願い致します。

1月11,21,28日 9:00～16:00 サッカー練習

●トレーニングセンター行事予定

使用内容　等

おこっぺスポーツ縁日

日　　　程

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ練習9:00～12:001月8,15,21,22,28,29日

1月7日（土） 9:00～13:00 おこっぺ版ギネスに挑戦

1月14日（土） 13:00～15:00

13:00～17:00

使用内容
●グリーンハウス（構造改善センター）使用予定

日　　　時
興中・雄武中野球部合同練習1月5～8,11,14,15日

今年度の興部町営スキー場のオープンにつきまして、12月下旬を予定しておりましたが、今後の天候

次第の状況もあり、12月26日現在、まだオープンの日程が確定しておりません。
オープンの日程が決まり次第、新聞折り込みチラシ及びホームページにてにてお知らせいたしますので、ご確認くだ

さいますよう宜しくお願い致します。また、リフトの運行時間及び料金等につきましては、下記のとおりとなっており

ますので、ご確認・ご了承のうえご利用ください。
なお、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

たので、スキー場を利用される児童生徒の皆さんにつきましては、無料リフト券の申請を宜しくお願い致します。詳し

くは教育委員会体育振興係までお問い合わせくださいますよう宜しくお願い致します。

●リフト料金（大人：高校生以上、小人：中学生以下）

シーズン券 ：大人１５,７５０円、小人１０,５００円
１日券（ナイターも利用可能）：大人 １,５７０円、小人 １,０５０円
回数券（２２回利用可能） ：大人 １,０５０円、小人 ７３０円
１回券（２回利用可能） ：大人 １００円、小人 ７０円

●リフト運行時間
月曜日：18時～21時（ナイターのみ運行）
火曜日～土曜日：9時～12時／13時～16時／18時～21時（運休時間：12時～13時／16時～18時）

日・祝日：9時～17時（リフト運休時間なし）
※３月の平日はナイターのみの運行となります。

●オープン期間
３月中旬まで（積雪状況等により変更する場合があります）

●お問い合わせ先
興部町教育委員会体育振興係（℡８２－２５５２）／興部町営スキー場（℡８２－４０００）

●興部町ホームページ内、興部町営スキー場のページ
http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/education/shakai/nbm3tm0000001f0q.html

興部町営スキー場 検索

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
まきば号 １月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １９日（木） 宇津地区 １８日（水） 秋里地区 １２日・２６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 
２０日（金） 

 １３：４５～ 
豊野地区 １１日・２５日（水） 

興 部 保 育 所 
１２日・２６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 
１３日・２７日（金） 

１５：３０～ 

♥えほんのじかん♥のお知らせ 

 ●日時 1月14日（土） 午前 11時～ 

 ●内容 絵本の読み聞かせ 

     ちょこっとタイムで制作 

 

 

１月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

介護殺人・・・・・・・・・・・・・毎日新聞大阪社会部取材班 

おまつり万歳！・・・・・・・・・・・・・・・たかぎなおこ 

サケの記憶・・・・・・・・・・・・・・・・・・上 田 宏 

自分の異常性に気づかない人たち・・・・・・・・西多 昌規 

日本の美しい小学校・・・・・・・・・・・・・・山崎 鯛介 

ママの心に寄りそう絵本たち・・・・・・・・・・磯崎 園子 

ビンボー魂・・・・・・・・・・・・・・・・・・風間トオル 

クランクイン・・・・・・・・・・・・・・・・・相場 英雄 

絶対正義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉理香子 

茶の湯の密室・・・・・・・・・・・・・・・・・愛 川 晶 

居酒屋ぼったくり・・・・・・・・・・・・・・・秋川 滝美 

天子蒙塵 ２・・・・・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎 

痣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井 岡 瞬 

決戦！桶狭間・・・・・・・・・・・・・・・・・冲 方 丁 

喧嘩屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡本さとる 

本バスめぐりん・・・・・・・・・・・・・・・・大 崎 梢 

書楼弔堂 炎昼・・・・・・・・・・・・・・・・京極 夏彦 

喧嘩 すてごろ・・・・・・・・・・・・・・・・黒川 博行 

沈黙法廷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐々木 譲 

ＧＯＳＩＣＫ ＧＲＥＥＮ・・・・・・・・・・・桜庭 一樹 

騒乱前夜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

虎の尾を踏む・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

竜笛嫋々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

子育て侍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

告白の余白・・・・・・・・・・・・・・・・・・下村 敦史 

私立新宿歌舞伎町学園・・・・・・・・・・・・・新堂 冬樹 

制裁女・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

よるのばけもの・・・・・・・・・・・・・・・・住野 よる 

土の記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高 村 薫 

クローバーナイト・・・・・・・・・・・・・・・辻村 深月 

籠の鸚鵡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・辻 原 登 

Under the bridge・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

社長室の冬・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

セイレーンの懺悔・・・・・・・・・・・・・・中山 七里 

うき世櫛・・・・・・・・・・・・・・・・・・中 島 要 

ＴＡＣネームアリス・・・・・・・・・・・・・夏見 正隆 

ぼくは明日、昨日のきみとデートする・・・・・七月 隆文 

夜の歌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なかにし礼 

レールを渡る殺意の風・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

北海道新幹線殺人事件・・・・・・・・・・・・  〃 

神仙の告白・・・・・・・・・・・・・・・・・仁木 英之 

あおなり道場始末・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

警視庁情報官・・・・・・・・・・・・・・・・濱 嘉 之 

大雪物語・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田 宜永 

サーモンキャッチャー・・・・・・・・・・・・道尾 秀介 

授乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村田沙耶香 

殺人出産・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

いまさら翼といわれても・・・・・・・・・・・米澤 穂積 

図解箱根駅伝・・・・・・・・・・・・・・・・野神 明人 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

女子のＤＩＹの教科書・・・・・・・・・・・・・tukuriba 

ブックカバーとノートカバーの作り方・・・・・えかたけい 

かぎ針で編むお花のかわいいルームシューズ・・・ｱｯﾌﾟﾙﾐﾝﾂ 

漬けるおかず・・・・・・・・・・・・・・・ワタナベマキ 

笠原将弘の和食道場・・・・・・・・・・・・・笠原 将弘 

ほったらかし煮込みレシピ・・・・・・・・・・新田亜素美 

健康おかず作りおき・・・・・・・・・・・・・横山タカ子 

ほっとくだけ！デリ風作り置き・・・・・・・・市瀬 悦子 

料理上手の自家製レシピ・・・・・・・・・・・有元 葉子 

タニア式台所しごとがシンプルになるルール・・門倉多仁亜 

おいしい週末、だれか来る日のごちそう献立・・近藤 幸子 

初女さんのお漬け物・・・・・・・・・・・・・佐藤 初女 

たった一杯で幸せになる珈琲・・・・・・・・・大塚 朝之 

彼とごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・松田美智子 

百姓が書いた有機・無農薬栽培ガイド・・・・・大内 信一 

 

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 

 

♥えほんのじかん♥のちょこっとタイムで「おやゆびひめ」の重要なシーンをち

ぎり絵や折紙、クレヨンなどで作ってきました。あと２回の制作で「おやゆびひ

め」のお話が完成します。すてきな作品になりつつあります。出来上がったシー

ンごとに展示してありますので是非見に来てください。 



編集後記         新年明けましておめでとうございます！1月には、「ギネスに挑戦」や「あいすパラダイス」、「子 
       ども宿泊研修」が開催される予定となっております。新年の良いスタートがきれるように、たくさん 
の参加をお待ちしております！ 
 どうぞ今年もよろしくお願い致します！！                   成田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始の休館日 12月31日（土）～1月5日（木） 
【施設名】 
中央公民館、別館、沙留公民館、総合センター（1月4日（水）は成人式を実施します） 
興部トレーニングセンター、沙留トレーニングセンター、構造改善センター（グリーンハウス）、図書館 

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 

 

バドミントン教室を下記の日程で開催いたします。また、併せて現在会員も募集しております。 
「バドミントン教室参加」及び「入会」ご希望の方は、下記連絡先または、直接活動日に農業者 
トレーニングセンターへお越しください。 
 
■ 日   時  １月19日・26日・２月2日・９日（木）１９：００～２１：００ 
         ※毎週 火・木曜日 １９：００～２１：００が協会の活動日となっています 
■ 会   場  農業者トレーニングセンター 
■ 対象及び参加費   小学校４年生以上（初心者大歓迎） 無料 
■ 申込方法  お問合せ先に連絡をいただくか、直接、農業者トレーニングセンターにお越し下さい。 
■ 問い合せ  興部町バドミントン協会  事務局 川谷  ℡ ８２－３２５２ 
■ 主   催  興部町バドミントン協会 

 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～興部小学校「興小祭り」編～ 

 
 去る 12 月２日（金）、興部小学校 仲よし会 副会長の平澤さんから招待状
をいただき、「興小祭り（こうしょうまつり）」へ参加してきました。 
 専用のお金を頂いた後、児童の皆さんが学年ごとに企画・運営しているブー
スに立ち寄り、創作活動をしたりゲームに参加したりと、楽しいひと時を過ご
しました。「マッサージ屋さん」では、何度もマッサージをしてもらう長寿大
学学生がいたり、人間ボーリングでは、児童の迷演技に大笑いしたり、子ども
たちとのふれあいを満喫することができました。興部小学校仲良し会のみなさ
ん、そして教員のみなさん、お世話になりました。 
 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 

「バドミントン教室」参加者募集！～バドミントン協会主催～ 

 

新たなスタートのための朝 YOGA 
興部わくわくYOGAサークルでは新メンバーを募集します。日曜の朝ゆっくりと身体が目覚めるヨガをはじめ

ませんか？呼吸法、ポーズへの準備、身体への意識化、心の安定（瞑想法）を取り入れ初心者の方、身体が堅い方

でも行える内容です。 

■ 日 時  1月8日・15日・22日（日）10：00～（90分間） 

■ 会 場  中央公民館 ２階 和室 

■ 問 合 せ   090-8634-3992 二宮 

興部町社会教育委員より興部町の皆様へ            vоl. ７   

文責 柳原 

 

 １１月３日に長寿大学の方達とのコラボレーションによる“むかし遊び大集合”また、１１月１３日には沙留漁

業協同組合さんの全面協力による“おさかなさばきかた講習会”を行うことが出来ました。 

 今後も社会教育委員は、「空き時間有意義活動」を積極的に取り入れていきます。社会教育委員を興部町の皆さ

んに知っていただき、一緒に地域について考え、小さく細かく活動を行っていきます。今年もどうぞ宜しくお願い

致します。 


