
平成 29年度「おこっぺ長寿大学」学生募集 

「豊かに生きる」をテーマに、仲間づくり・趣味・挑戦を続ける学生を募集します。 

■内 容  ①一般教養（各種講演会、体育活動など） 

       ②バス遠足  ③紋別地区交流会 

       ④クラブ活動（ダンス、絵てがみ、書道、コーラス、カラオケ） 

■学生資格  町内に在住する60歳以上の方 

■実施期間  平成29年5月～平成30年2月 

■経 費  1人 2,000円（年間） 

       ※その他、活動内容により実費負担を伴う場合があります。 

■送 迎  市街地区以外の方々には送迎車（無料）を運行する予定です。 

■問合せ  教育委員会 社会教育係 ℡ 82-2552 

              前年度受講生には4月下旬をめどに直接申込書を送付いたします。 

 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（興部町中央公民館・沙留公民館）の 

ロビーを開放しています。 

 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 

 ■問合せ  教育委員会 社会教育係 

        ℡ 82-2552 
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“マナビィ” 

 

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  教育委員会 社会教育課まで、℡ 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） 

 

「おこっぺ町民ギャラリー」募集 

図書館で DVDを見ることができます！！ 
 図書館の視聴覚コーナーで図書館所蔵のDVDを見ることができます。 

 洋画、邦画、アニメ、教養 など話題になったDVDを各種取り揃えております。 

 貸出はしておらず、館内での個人視聴のみですがどうぞご利用下さい。 

 

映画 「マーリー」「スタンド・バイ・ミー」など 

アニメ「ワンピース」「トムとジェリーの大冒険」など 

教養 恐竜、昆虫など 
 



3月20日（月）をもちまして、今シーズンの町営スキー場の営業を終了いたしました。今シーズンも多くの方にご利用

いただき、大変ありがとうございました。来シーズンもご利用よろしくお願い致します。

スキー場閉鎖期間中のお問合わせについては、興部町教育委員会 体育振興係（℡８２－２５５２）まで。

町営スキー場クローズのお知らせ

●スポーツ安全保険とは、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動

（社会教育活動）に参加できるように作られた、小さな掛金で大きな補償が得られる

公益目的事業です。

●４名以上の社会教育関係団体（スポーツ・レクリエーション・文化活動等を行う団体）

が加入でき、団体での活動中、団体活動への往復中のケガや破損などの事故に対して

補償がされる保険です。

●補償期間：平成２９年４月１日午前０時から平成３０年３月３１日午後１２時まで

（４月１日以降の加入手続きの場合の補償開始期は、加入手続きを行った日の翌日

午前０時からとなり、終期は平成３０年３月３１日午後１２時までとなっています）

●詳しくは、興部町教育委員会 体育振興係（℡８２－２５５２）または、

(公財)スポーツ安全協会北海道支部（℡０１１－８２０－１７０９）へ、

お問い合わせください。（HP：http://www.sportsanzen.org）

平成29年度 スポーツ安全保険のご案内

２月１９日に行われました基礎スキー級別テスト、及び２月２６日に行われました基礎スキージュニアテストの合格

者についてお知らせいたします。今後も技術を磨いて目指すは全日本？それともオリンピック！

【級別テスト合格者】

☆１級：田中 勇気・今井弥真斗

◎２級：畔川 麿歌・清水寿範・浜田 結芽・海鉾 展好・西村恭一

○３級：千葉 理湖・田中美羽・田島 愛紗

【ジュニアテスト合格者】

☆１級：大原 朋華・田仲瑚々奈・浜田 結芽・坂井 真緒・浜田ゆきの・松坂 帆高

◎２級：田中 美羽

○３級：海鉾 陽向・佐藤京介・安斎 朱莉・菅原 望央・田島汰一我・田中 翔介・齊藤 隆真

阿部 颯太郎・佐藤礼空・井上 暖人

●４級：井上 友喜・西村咲穂・田島 徠一雄・吉水 心優・阿部健太郎・佐藤 優可・横内 琉輝

基礎スキー級別テスト・ジュニアテスト合格者のお知らせ

体育施設の行事予定（４月）

●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

体育振興係では、年間を通して体育施設の定期的な使用を希望する団体の受付を行っております。平成28年度に使用

した団体につきましては、今年度の定期使用申請書を送付しておりますが、新規に使用を検討している団体につきまして

は、体育振興係までご連絡ご相談の程よろしくお願いいたします。

平成29年度 体育施設定期使用団体の受付について

行事内容

ＦＣルゴーササッカー練習

ＦＣルゴーササッカー練習

●トレーニングセンター行事予定
日　　　時

４月４日（火） 9:00～12:00

４月５日（水） 13:00～15:00

４月２日（日） 13:00～17:00

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・雄武中学校野球部練習

 



 

まきば号 ４月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １３日・２７日（木） 宇津地区 １２日・２６日（水） 秋里地区 ６日・２０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 休 み 豊野地区 ５日・１９日（水） 

興 部 保 育 所 
６日・２０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 
７日・２１日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

 

４月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 
不発弾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相場 英雄 

人間じゃない・・・・・・・・・・・・・・・・・綾辻 行人 

救急病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石原慎太郎 

物件探偵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・乾 くるみ 

ＳＣＳ 上・・・・・・・・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

なかなか暮れない夏の夕暮れ・・・・・・・・・・江國 香織 

終わりなき夜に生まれつく・・・・・・・・・・・恩 田 陸 

誘拐捜査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緒 川 怜 

北斎まんだら・・・・・・・・・・・・・・・・・梶 よう子 

ぼくの死体をよろしくたのむ・・・・・・・・・・川上 弘美 

敵の名は宮本武蔵・・・・・・・・・・・・・・・木下 昌輝 

大暴落ガラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・幸田 真音 

回帰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

大晦り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

完本密命 ２０・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

かわうそ堀怪談見習い・・・・・・・・・・・・・柴崎 友香 

紙のピアノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・新堂 冬樹 

兵士に聞け最終章・・・・・・・・・・・・・・・杉山 隆男 

ゼロ・アワー・・・・・・・・・・・・・・・・・中山 可穂 

札沼線の愛と死・・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

わが愛する土佐くろしお鉄道・・・・・・・・・・  〃 

十津川警部雪とタンチョウと釧網本線・・・・・・  〃 

裏切りの中央本線・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

立川忍びより・・・・・・・・・・・・・・・・・仁木 英之 

芝公園六角堂跡・・・・・・・・・・・・・・・・西村 賢太 

成功者Ｋ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・羽田 圭介 

風のかたみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

最終兵器は女王様・・・・・・・・・・・・・・福田 和代 

バラ色の未来・・・・・・・・・・・・・・・・真 山 仁 

騎士団長殺し・・・・・・・・・・・・・・・・村上 春樹 

戦友たちの祭典・・・・・・・・・・・・・・・森村 誠一 

今ひとたびの和泉式部・・・・・・・・・・・・諸田 玲子 

ガーディアン・・・・・・・・・・・・・・・・薬 丸 岳 

合理的にあり得ない・・・・・・・・・・・・・柚月 裕子 

無意味な人生などひとつもない・・・・・・・・五木 寛之 

笑って泣いて考えて・・・・・・・・・・・・・永 六 輔 

毎日っていいな・・・・・・・・・・・・・・・吉本ばなな 

 

趣味・実用・暮らしの本類 
親の介護で自滅しない選択・・・・・・・・・・太田差惠子 

母娘問題・・・・・・・・・・・・・・・・・おぐらなおみ 

いちからはじめるプリザーブドフラワーの作り方・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長井 睦美 

おいしいディズニースイーツレシピ・・・・・・Ｓａｃｈｉ 

体の中からきれいになれる保存食と発酵食・・・主婦の友社 

まめ日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・横峰沙弥香 

農家が教える自然農法・・・・・・・・・・・・農 文 協 

かわいいハムスターとの暮らし方・・・・・・・三輪 恭嗣 

ふんばれ、がんばれ、ギランバレー・・・・・たむらあやこ 

ねことじいいちゃん ３・・・・・・・・・・・ね こ ま き 

まめねこ ７・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

日本の言葉の由来を愛おしむ・・・・・・・・・高橋こうじ 

不可能を可能にする大谷翔平１２０の思考・・・大谷 翔平 

４月休館日  ３日、１０日、１７日、２４日（毎週月曜日）２９日（昭和の日） 

 

★えほんのじかん de HAPPY  EASTER 

◎日 時  4月 8日（土）午前 11時～ 

◎場 所  興部町立図書館 

◎内 容  イースターエッグ作り 

      イースターエッグハント 

ケント先生と一緒にたまごを使った遊びをします。 

★子ども読書の日事業 

◎日 時  4月 22日（土）午後 1時 30分～ 

◎場 所  興部町立図書館 

◎内 容  絵本作家かとうまふみさんの 

               ワークショップ 

「みんなでおおきな木に春のせかいをかこう！」 

     ・読み聞かせ  ・工作 

  ＊汚れてもいい服装で来てください。 

●かとうまふみさん 紹介● 

 福井県生まれ、北海道育ち。 

 主な作品「しゃもじいさん」「おならおばけ」 

     「のりののりこさん」「いれていれて」など  

・イースターって？ 

本来はキリストの復活祭ですが春がきたことをお祝い

する日です。 

・イースターエッグって？ 

イースターを祝うための飾りです。 

・イースターエッグハントって？ 

宝さがしのようにかくされたたまごを探すゲームで

す。 



         昨年の4月に教育委員会に配属になり気が付くと1年が経過し、僕も働き始めて2年目に突入し 

        ました。1年目はわからない事ばかりで不安も多くありましたが、事業を実施していくなかで様々な

人と出会い顔を覚えていただくことができ町でお会いしたときに声を掛けていただくこともありとても嬉しい気持ち

でいっぱいです。2 年目からは 1 年目よりも事業を充実させ皆さんに楽しんで頂けるように頑張っていきたいと思い

ますので、皆様の参加をお待ちしています！！ 

                                           成田 

 放送大学はテレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代の方が学んでいます。 

 ■内  容  生活健康科学、人間発達科学、社会経営科学、臨床心理学など 

 ■対象年齢  満15歳以上 

 ■出願期限  平成29年6月15日（木）～平成29年8月31日（木） 

        平成29年9月 1日（金）～平成29年9月20日（水） 

        インターネットでの出願も可能です。 

 ■問合せ  〒060-0817 札幌市北区北17条西8丁目（北海道大学構内） 

        放送大学北海道学習センター ℡ 011-736-6318 

        ホームページ http://www.sc.ouj.ac.jp/center/hokkaido/index.html 

 

今年で４6 回目を迎える町民ロードレース大会が、道の駅「おこっぺ」を発着点として５月１4 日（日）に開催さ

れます。皆様方の挑戦を心よりお待ちしております。 

 

 ■日  時  ５月１4日（日）10：30スタート 

 ■会  場  道の駅「おこっぺ」 サイクリングロード内、折返しコース 

 ■距  離  1.5ｋｍ・3ｋｍ・5ｋｍ 

 ■参加料  小・中学生 700円、高校生 1,000円、一般 1,500円 

        親子ペア（2人で） 1,000円 

 ■申込み  中央公民館・沙留公民館、トレーニングセンターで申込書を配布しております。 

 ■主  催  興部町陸上競技協会 

 ■問合せ  興部町中央公民館内 

        興部町陸上競技協会 事務局 近藤   ℡ 82-2552 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

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 

「道民カレッジ」受講者募集 

 「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする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。自分で学びたい講座を選び、自分を高めるとともに、地域な

どで生かすことができます。 

 ■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 合 せ  道民カレッジ事務局 ℡ 011-2０４-５７８０ 

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

「放送大学」10月入学生募集 

「町民ロードレース大会」開催！ 


