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“マナビィ” 

 

8/1(火)～8/3(木)『わんぱく村』参加者募集 
  「わんぱく村」も今年で31回目となりました。２泊３日の日程で興部の豊かな自然をフィールドに体験活動

を行います。今年も“ひととのつながり”をテーマに、数々の困難を仲間とともに乗り越えて、感動のフィナー

レを迎えることが出来るようなプログラムを展開していきたいと思っています。 

みなさんの参加を心よりお待ちしております。 

 
保護者の皆様へ 

～自然体験学習では、自ら学び考えることで、自主性や協調性を身につけることができます～ 
 

■日 時  8月1日（火）～ 8月3日（木）の２泊３日 

   ■場 所  町内 ※プログラムにより移動あり 

   ■対 象  町内の小学３～６年生  定員４０名 

   ■参加料  ３，５００円 

   ■内 容  野外炊飯、自然体験、海水浴など 

   ■問合せ  教育委員会 社会教育係 遠藤 ℡８２－２５５２  

※申し込み方法・その他詳細につきましては、小学校を通してチラシを配布しております。 

7/21（金) 「ホタルを見に行こう！」参加者募集  
  興部町子ども会育成連絡協議会主催事業「ホタルを見に行こう！」を開催いたします。 

  夏の夜空に舞うホタルを見に行きませんか？ 

親子参加大歓迎です。多数の参加をお待ちしております。 

 

■日 時  7月21日（金） 18：00 ～ 

■場 所  滝上町ホタル放流地区 

■対 象  町内の小学生、就学前の子ども及び保護者 25名程度 

        （小学2年生以下は保護者同伴とします） 

   ■参加料  無料 

■問合せ  興部町子ども会育成連絡協議会事務局 遠藤 ℡８２－２５５２（教育委員会内） 

       ※申込み方法、その他詳細につきましては、後日、学校等を通してチラシを配布いたします。 

１．応募期間                                     ３．募集作品   
   平成２9年8月31日（木）まで                   小説・評論・ルポ・童話・エッセイ 
   （郵送の場合は、当日の消印のものまで有効）     詩・短歌・川柳・俳句・その他 
２．刊行日                                       ４．文芸オホーツク賞/佳作賞 

平成29年10月25日（水）＜予定＞       優秀作品に対して賞を贈ります。 
                                                     選考委員会・・・平成２9年１１月中旬 

                          授賞式・・・平成２9年11月25日（土） 
※詳細につきましては下記宛連絡願います。 
問合せ 〒094-0005 

    紋別市幸町3丁目2-26「珈琲専科茶豆館」内   「文芸オホーツク」編集委員会 
    TEL：0158-23-6081    FAX ：0158-23-6070     メール ：office@monbunren.com 
 



体育施設の行事予定 

 ●トレーニングセンター行事予定

日　　時 行事内容

7月2日 8時30分～13時30分 はまなす幼稚園親子運動会（雨天時）

7月26日～28日 13時30分～15時30分 身体障害者スポーツレクリエーション大会練習

7月9日 8時30分～13時00分 興部保育所運動会（雨天時）

7月13日 8時30分～13時00分 沙留保育所総練習（雨天時）

7月16日 8時30分～13時00分 沙留保育所運動会（雨天時）

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定

日　　時 行事内容

7月6日 8時30分～13時00分 興部保育所運動会総練習（雨天時）

プールからのお知らせ 

 
 6月10日（土）より町営プールをオープンしておりますので、水泳技術の向上、運動不足の解消、健康・体力増
進等、どなたさまもルール・マナーを守ってぜひご利用ください。 
 町営プールの定期券をご利用の際には、教育委員会にて取り扱っておりますので、事前にお買い求めの上、利用し
て頂きますよう宜しくお願い致します。（1回券のみプールで取り扱っております。） 
 ●期間：6月10日（土）～9月10日（日）まで（変更となる場合があります） 
    （但し、8月14日～16日はお盆休みとなっております。） 
 ●時間：月～土曜 10時～19時30分 ／ 日曜・祝日 10時～17時まで 
      ※１２時から１３時まではお昼休みのため使用できません。 
      ※授業・水泳教室等使用時はプール玄関前において赤旗でお知らせいたします。 
      （赤旗の場合は、一般の方のプール利用はできません。） 
☆ナイタープールの開放について 
 今年度もナイタープールを開放しております。平成２9 年度のナイタープール開放日は、下記のとおりとなってお
りますので、ぜひご利用ください。 
 ●期間：７月5日（水）～８月３１日（木）までの毎週水曜日 
 ●時間：通常営業時間より、２0時30分まで延長して開放 

 

～さわやかな風を受けミルクロードの星となれ～ 
ちち 

学校水泳事業

学校水泳事業

行事内容
10時20分～12時00分

13時30分～14時50分

日　　時
7月6日、10日、11日、12日、13日、14日、18日、19日、20日、21日

7月7日、10日、11日、12日、13日、18日、19日、20日

●町営プール行事予定

 

 

 

 スポーツ情報 

第30回おこっぺ牛乳の里マラソン参加者募集！！ 

 10月1日（日）に第30回おこっぺ牛乳の里マラソンが開催されます！！ 
第30回目となる記念大会にはゲストランナーとして金哲彦さん、林幸恵さんも皆
さんと一緒に走ります！前日には金哲彦さんと林幸恵さんによる陸上教室もあり
ますので皆さんの参加をお待ちしています！！ 
～第30回牛乳の里マラソン～ 
 ■日 時 10月1日（日）【雨天決行】 
 ■参加申込 8月31日（木）まで【当日消印有効】 
 ■ゲストランナー 金 哲彦 氏 
          林 幸枝 氏 
～金 哲彦氏、林 幸枝氏による陸上教室～ 
 ■日 時 9月30日（土） 15時00分～16時30分 
 ■場 所 興部町立興部小学校 グラウンド（雨天時：体育館） 
 ■参加申込 9月15日（金）まで 
 ■定 員 100名（定員になり次第受付を終了いたします） 
 ■対 象 小学生以上 
※問合せ・申込につきましてはどちらも下記にご連絡ください。 
 興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡0158-82-2552 
 



 

まきば号 ７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 

西町  中学校 

緑町  対馬宅 

１２：５０～ 

１３：１０～ 

１３：５０～ 

１４：２０～ 

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 
１４日（金） 

１３：４５～ 
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～ 

 

 

 

 

７月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 
地方自治と図書館・・・・・・・・・・・・・・・片山 善博 

一刀両断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・櫻井よしこ 

千の風になったあなたへ贈る手紙 第3章・・・・荒 井 満 

宇野千代・・・・・・・・・・・・・・・・・・河出書房新社 

７番街の殺人・・・・・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

ハッチとマーロウ・・・・・・・・・・・・・・・青山 七恵 

あの子が結婚するなんて・・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

悪左府の女・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤 

星の子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今村 夏子 

危急・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田 秀人 

疑薬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鏑 木 蓮 

球道恋々・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木 内 昇 

デンジャラス・・・・・・・・・・・・・・・・・桐野 夏生 

アンカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

にらみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

危険領域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笹本 稜平 

じごくゆきっ・・・・・・・・・・・・・・・・・桜庭 一樹 

カタストロフ・マニア・・・・・・・・・・・・・島田 雅彦 

東京カウガール・・・・・・・・・・・・・・・・小路 幸也 

わたしたちは銀のフォークと薬を手にして・・・・島本 理生 

めぐみ園の夏・・・・・・・・・・・・・・・・・高 杉 良 

ガーデン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千 早 茜 

中山道の鬼と龍・・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

金の殿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・土橋 章宏 

ドクター・デスの遺産・・・・・・・・・・・・・中山 七里 

掟上今日子の裏表紙・・・・・・・・・・・・・・西尾 維新 

決戦！新選組・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

潮騒はるか・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

アノニム・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 マハ 

武曲 ２・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤 沢 周 

満月の泥枕・・・・・・・・・・・・・・・・・道尾 秀介ピエロ

がいる街・・・・・・・・・・・・・・・横 関 大 

男尊女子・・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井 順子 

それでもこの世は悪くなかった・・・・・・・・佐藤 愛子 

北海道ガーデン完全ガイド・・・・・・・・・・大泉 省吾 

 

趣味・実用・暮らしの本類 
個人情報保護法・・・・・・・・・・・・・・・水町 雅子 

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方・・・・・・福沢 恵子 

介護する息子たち・・・・・・・・・・・・・・平 山 亮 

図説コミュニティスクール入門・・・・・・・・貝ノ瀬 滋 

心とカラダがやすまる暮らし図鑑・・・・・・・川上 ユキ 

繕う暮らし・・・・・・・・・・・・・・・・ミスミノリコ 

ぽんぽんでつくるどうぶつモチーフ・・・・・・伊藤 和子 

スパゲッティで編むバッグと小物・・・・・・・学研プラス 

野菜だし・・・・・・・・・・・・・・・イチカワヨウスケ 

しあわせをつなぐ台所・・・・・・・・・・エクスナレッジ 

魚のさばき方大事典・・・・・・・・・・・・ブティック社 

自然栽培 ⑪・・・・・・・・・・・・・・・・東 邦 出 版 

簡単！住まいのDIYマニュアル・・・・・・スタジオタック 

キッチンでできる草木染めレッスン帖・・・・・佐藤 麻陽 

ハンドメイドのポップアップカード・・・・・・鈴木 孝美 

７月の休館日 ３日、１０日、１７日、２４日、３１日（毎週月曜日） 

 

★「たなばた会」のお知らせ 

 ＊毎月第 2土曜日えほんのじかん拡大版＊ 

◎日 時 ７月８日（土）午前 11時～ 

◎場 所 興部町立図書館 

◎内 容 絵本の読み聞かせ 

     ペープサート「きんたろう」 

     短冊に願いごとをかこう！ 

   ●ケント先生といっしょに 

      「ツイスターゲーム」 

 

 

      

★絵本作家サトシンさんライブ 

「絵本＆おてて絵本 

      たのしくよみまショー」 

◎日 時  7月 10日（月）午後 4時～ 

◎場 所  沙留公民館 

～サトシンさん紹介～ 
NHK Eテレ「みいつけた」でおなじみ「おてて絵本」の考
案者であり絵本作家でもある。絵本「うんこ」で第 3回 MOE
絵本屋さん大賞を受賞。他に「わたしはあかねこ」「さんぽ
のき」などがある。 
 



         今月はホタル見学会などがあります。ホタル見学会については、僕自身昨年初めてホタルを間近
で見たのですが、ものすごくきれいでした。みなさんも是非ホタルを見に行ってみませんか？ 

また、8月にはわんぱく村もありますので皆さんの参加をお待ちしています！！                
                                         成田 

 去る5月26日、「豊かに生きる」をテーマに平成2９年度の長寿大学が開講

されました。当日は在校生と新入生あわせて４７名が参加し、約20回を予定し

ている今年度の計画を話し合いました。 

 開講式後は、オホーツク観光大使でもある、オホーツク太郎 氏による特別講

演会「講演・落語・弾き語り」で大いに盛り上がり、笑いあり、涙ありの楽しい

ひとときとなりました。 

 おこっぺ長寿大学では、来年２月まで各種講演会や紋別地区交流会など、約

20 回のプログラムが予定されています。入学希望は随時受け付けておりますの

で、興味ある方おりましたら下記宛ご連絡願います。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。見学も可能です。 

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 

 

 親子一緒に楽しく剣道しながら、心と身体を鍛えませんか？興部町剣道連盟（昭和 38 年創立）は剣道を通

して、挨拶や礼儀作法を学び心と身体の強い子供たちを育てています。中学卒業までに、初段・弐段を目指す！ 

 剣道に励むと大きな声で挨拶が出来るようになり、集中力や忍耐力、相手を思いやる気持ちが身に付きます。 

その他にも、姿勢がよくなったり身体が丈夫になります 

 体験入団なども可能ですのでお気軽にご相談下さい。 

 

■稽古日 毎週月・木曜日 午後6時～8時まで 

■稽古場所 興部町総合センター（栄町）  

■年会費 3,000円 

■連絡先 興部町剣道連盟事務局 館下 昌巳宛て（℡ 82-3373 携帯090-2690-1346） 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

成 績 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～開講式・講演会編～ 
 

成 績 

平成 29年度 興部町文化連盟表彰 

 

興部町剣道スポーツ少年団 団員募集！！ 
 

 興部町文化連盟では、5月22日（月）の総会の席上において、 

興部町文化連盟表彰として3名の方々を表彰いたしました。 

この表彰は長年の文化活動や優れた功績をあげられた団体や 

個人に対し行われるもので、各団体などの推薦に基づき決定 

しています。 

  
 宮田輝夫さん（ロサ・ルゴーサ・ビッグバンド）  
   
 滝川信子さん（興部社交ダンス愛好会） 
 
 高橋保子さん（興部社交ダンス愛好会） 

                                 


