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“マナビィ”

おこっぺ長寿大学「特別講演会」桂

三段 落語会

六代 桂 文枝（前名 桂 三枝）一門の桂 三段（㈱よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属）が中
央公民館に登場！！入場無料！皆様のご来場お待ちしております。
※本落語会は、おこっぺ長寿大学の特別講演として実施する為、同学生の皆さんも観覧いたします。
■期 日
■会 場
■主 催
■入場料
■その他
■問合せ

9 月 8 日（金）午前 10 時～
中央公民館２階講堂
興部町教育委員会
無料
小学生以下の入場はご遠慮願います。
社会教育課 ℡82-2552

〈桂 三段 プロフィール〉公式 HP より
桂 三段（かつら さんだん）
生年月日：1976 年 8 月 27 日
出 身 地：北海道札幌市
免
許：歯科技工士免許 中型 2 輪免許 どじょうすくい 2 段
趣
味：漫画 映画 旅行 グルメ
星
座：恋する乙女座
血 液 型：B 型
所
属：(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー
そ の 他：上方落語協会会員 上方落語協会では唯一の北海道出身
2005 年六代 桂文枝（三枝改メ）に入門
2007 年『新婚さん いらっしゃい！』前説を担当
2011 年『島根県の住みます芸人』として活動
『おちらとあるき大使（松江市まちあるき PR 大使）』就任
『松江市観光大使』就任
『遣島使（島根県の親善大使）』に就任
北海道に活動拠点を移し活動
『4 代目 北海道住みます芸人』として活動中
現在は北海道を拠点に落語の活動・進行を行っている。札幌では 10 区ある全ての素敵なカフェで、地域のお
客様に落語を楽しんでもらおうと、落語会巡りを行っている。
○オフィシャルブログ 桂三段の『毎日がエブリディ！』https://blogs.yahoo.co.jp/katsura_3step_blog
公式ホームページ 桂三段公式 HP http://katsura-sandan.wixsite.com/home

「オータムコンサート２０１7 開催のお知らせ」
「興部高等学校吹奏楽部」によるオータムコンサートが下記の日程で開催されます。
生徒が日頃の練習の成果を思う存分に発揮いたしますので、町民の皆様のご来場を心よりお待ちしております。
■日

時

10 月 1 日（日） 開場 17 時 00 分

■場

所

興部町総合センター

■入 場 料

３００円（小学生以下無料）

■主

北海道興部高等学校

催

開演 17 時 30 分

■演奏曲目

沢地萃（平成２9 年度北見地区吹奏楽コンクール金賞受賞）
、くるみ割り人形より ほか

■問 合 せ

北海道興部高等学校 小野（℡８２－４０３０）

※今年もチケットを販売しに町内を回らせていただきます。よろしくお願い致します。

スポーツ情報
体育施設の行事予定（9 月）
●トレーニングセンター行事予定
日
時

行事内容

9月10日

7時00分～17時00分

鈴木杯中学生新人バレーボール大会

9月21日

９時00分～12時00分

幼児運動体験教室

●町営プール行事予定
日
時
９月５日、６日、７日
9月7日

10時20分～12時00分
13時30分～14時50分

行事内容
学校水泳事業
学校水泳事業

プールからのお知らせ
●平成 29 年度の町営プールの営業は９月 10 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！

～さわやかな風を受け、ミルクロードの星となれ～

第 30 回おこっぺ牛乳の里マラソン大会

2017.10.1（日）
【雨天決行】
第 30 回おこっぺ牛乳の里マラソン大会が１０月 1 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

９月号
興部町立図書館
8 2 - 4 1 9 1

小説・読物類

野分一過・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英

父「永六輔」を看取る・・・・・・・・・・・・・永 千 絵

家族のあしあと・・・・・・・・・・・・・・・椎 名 誠

家系図とお屋敷で読み解く歴代総理大臣・・・・・竹内 正浩

君が夏を走らせる・・・・・・・・・・・・・・瀬尾まいこ

石つぶて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清武 英利
毒毒植物図鑑・・・・・・・・・・・・・・・・・川原 勝征
発酵文化人類学・・・・・・・・・・・・・・・・小倉ヒラク

霞と飛燕・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮
ネタ元・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一

怖い絵のひみつ・・・・・・・・・・・・・・・・中野 京子

ネメシスの使者・・・・・・・・・・・・・・・中山 七里

沢村さん家の久しぶりの旅行・・・・・・・・・・益田 ミリ

月夜に溺れる・・・・・・・・・・・・・・・・長 沢 樹

カーサの猫村さん４・・・・・・・・・・・・・・ほしよりこ

銀河の通信所・・・・・・・・・・・・・・・・長野まゆみ

私の八月十五日５・・・・・・・・・・・・・・・今 人 舎

ゴースト・・・・・・・・・・・・・・・・・・中島 京子

金澤翔子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金澤 翔子

黄泉坂案内人・・・・・・・・・・・・・・・・仁木 英之

女子プロレスラー小畑千代・・・・・・・・・・・秋山 訓子
行き抜いて息抜いて生き抜いて・・・・・・・・しみずだいき
濱地健三郎の霊なる事件簿・・・・・・・・・・・有栖川有栖

潮風エスケープ・・・・・・・・・・・・・・・額 賀 澪
影裏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沼田 真佑

ロック、そして銃弾・・・・・・・・・・・・・・浅暮 三文

とるとだす・・・・・・・・・・・・・・・・・畠 中 恵

悪寒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 岡 瞬

タフガイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤田 宜永

ＭＭ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市川 拓司

監督の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・本城 雅人

絢爛たる奔流・・・・・・・・・・・・・・・・・岩井三四二

祝言島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・真梨 幸子

ＡＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊坂幸太郎

丹野智文笑顔で生きる・・・・・・・・・・・・丹野 智文

別子太平記・・・・・・・・・・・・・・・・・・井川香四郎
ジャパン・トリップ・・・・・・・・・・・・・・岩城 けい
夢三夜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英

趣味・実用・暮らしの本類
カップデザート・・・・・・・・・・・・・・・西山 朗子
1＋1 の和の料理・・・・・・・・・・・・・・・松本 栄文

まきば号 ９月 の巡 回 日 程 表
沙留地区
西町
旭町
汐見町
旭町
西町
緑町

中学校
小学校
海水浴場
沙留公民館
中学校
対馬宅

７日・２１日（木）
１２：５０～
１３：１０～
１３：５０～
１４：２０～
１５：２０～
１６：００～
１６：３０

宇津
宇津
宇津
宇津

宇津地区

６日・２０日（水）

永井宅
ミルキーウェイ
集落センター
小島宅

１４：２５～
１４：５０～
１５：３０～
１６：１５～
１６：３０

はまなす幼稚園

８日・２２日（金）
１３：４５～

興 部 保 育 所

１４日・２８日（木）
１６：００～

沙 留 保 育 所

1 日・15 日・29 日（金）
１５：３０～

秋里地区
三浦宅
打田宅

豊野地区
長谷川宅
集落センター

１４日・２８日（木）
１４：３５～
１５：３５～
１６：００

１３日・２７日（水）
１５：１０～
１５：３５～
１６：１０

●ひだのかな代さん絵本原画展のお知らせ

★えほんじかんのお知らせ

札幌市在住の絵本作家ひだのかな代さんの絵本原画展
を下記の内容で行います。

◎日 時 ９月９日（土）午前 11 時～
◎場 所 興部町立図書館 児童書コーナー
◎内 容 絵本の読み聞かせ
折り紙
＊毎月第２土曜日に開催しています。
９月のテーマは「ぱんだ」です。
５月「ぺんぎん」
、６月「ぞう」
、８月「きりん」
を作りました。

◎期 間 ９月１５日（金）～２７日（水）
◎内 容「にこにこぎゅっおとうさんのて」
中西出版 全１４点
◎場 所 興部町立図書館１階
オランウータンのお父さんと赤ちゃんの愛情あふれる
絵本です。絵本になる前の原画を是非ご鑑賞下さい。

９月の休館日 ４日、１１日、１８日、２５日（毎週月曜日）、２３日（秋分の日）

参加募集 おこっぺスタイル ま・な・ぶ ９月号
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。

☆つたえる編 ｢高齢者下宿訪問～ネイルサロン ご一緒しませんか？｣
高齢者の方たちにも楽しんでいただきたい♡と、
『出張ネイルサロン♪』を開催します。
おこっぺスタイルま・な・ぶネイルアート講座に参加いただいた竹部祐子さん・前田寿子さんが高齢者下宿の方
たちの手を美しく彩ります♪実はネイルが得意☆一緒にやってみたい☆楽しく交流してみたい☆
我が子を幅広い年代の方と触れ合わせたい☆・・・などなど、どんな方でもご一緒していただけます♪
◎日時 ９月５日（火）１０：００～１１：３０
◎場所 興部町高齢者下宿（興部町仲町） ネイル・ハンドマッサージ
◎お問合せ・参加ご希望の方は、下記、事務局までご連絡ください

☆つたえる編 ｢愛あるご飯作り～大人のデザート 栗の渋皮煮｣
町内在住の方から教わった“あの人の美味しいご飯“
身近な素材で、簡単においしくできるメニューを一緒に作ってみませんか？
今回は旬の栗を使った、栗の渋皮煮♪ ちょっと難しそうな一メージですが、
丁寧に簡単に美味しく、家庭でもできる手仕事を教えていただきます。
しあわせな食卓のヒント～たくさん見つけましょう！
◎日時
９月２９日（金） １０：００～１３：３０
◎場所
緑ヶ丘 藤田宅
◎講師
元おこっぺ町在住 近藤幸子 様（2016.３・９・10 月号 2017.3・６月号 講師）
◎メニュー ♪贅沢で上品な味 栗の渋皮煮 ♪秘伝の味餃子♪具だくさんトマトスープ
◎申込締切り ９月２０日までにお申し込みください
※ 持ち物、お申込の際、詳細お伝えします
※ 当日材料費を集めます
お申込み・お問合せ
おこっぺスタイル ま・な・ぶ 藤田（82-3869/090-8371-7983）

「おこっぺ長寿大学活動日記」～心も身体もリフレッシュ「シニアヨガ教室」編～
去る 7 月２１日（金）
、紋別市にてヨガ教室「Studio Yoga」を主宰され
ている二宮淳子先生をお迎えし、シニアヨガ教室を実施しました。高齢者で
も無理のない姿勢で取り組むことができる高齢者向きのヨガ教室で、終始リ
ラックスした雰囲気の中での開催となりました。途中、横になる姿勢の時に
は、あまりのリラックスさから、睡眠に入ってしまう学生もいるくらい、ゆ
ったりとした教室になりました。
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

編集後記
てください！！

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。１０月には興部高校の定期演奏会もあります。みなさんぜひ足を運んでみ
成田
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

