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“マナビィ” 

 

去る 8月 26日（金）、当町在住の行政書士 鳥井啓一 氏を講師に迎え、「あなた

を狙う悪質商法～事例にみる詐欺の手口と対策」と題しご講演をいただきました。

詐欺の種類や手口、詐欺を未然に防ぐ４カ条など、参加した学生からも「わかりや

すい説明でとても参考になった」といった声が聞こえておりました。 

 

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。 

 

おこっぺ長寿大学事務局 近藤 

 

『米田御殿』一般公開のお知らせ 
米田御殿は1922年（大正11年）、華族で貴族院議員の柳原義光伯爵が 

滞在した迎賓の館で、その時代を生きた米田常作氏の思いを語り伝えています。 

興部町歴史的遺産の指定を平成元年に受けて今年で29年が経ちます。日本 

建築に見られる両脇床や上座敷の付書院等が丁寧に作られており、伯爵を迎え 

たおもてなしの心が今もなお受け継がれております。 

 

■公開期間  10月13日（金）～ 15日（日） 10：00～15：00 

■場  所  栄町  ※この施設にはトイレがありません。 

■入館料  無料 

 

『郷土資料館』一般公開のお知らせ 
  「興部町郷土資料館」の一般公開を下記のとおり実施いたします。 

 米田御殿とあわせて、ひと昔前の生活を振り返ってみませんか。 

 

 ■公開期間  10月11日（水）～ 15日（日） 13:00～18:00 

 ■場  所  東町 興部町給食センター2階 

（福祉保健総合センター「きらり」裏側の施設で、国道側が正面玄関になります） 

※この施設にはトイレがありません。 

 ■入館料  無料 

 

 

興部町最大の文化行事「総合文化祭」（主催：興部町文化連盟）が下記の日程で開催されます。町民の日頃

の文化活動の成果が一堂に会する機会ですので、ぜひご覧下さい。 

また、作品を下記の日程で募集しますので、皆様の出展をお待ちしております。 

 

■展示部門                   ★展示部門の出展作品募集 

・日 時 10月24日(火)～11月3日(金・祝) ・対象作品 絵画・手工芸・創作作品など 

・会 場 中央公民館             ・申込期限 10月6日（金） 

・対 象 町民どなたでも           ・申込用紙 教育委員会社会教育係に請求して下さい 

■芸能部門   

・日 時  11月3日（金・祝） 

・会 場  総合センター 

・出 演  興部町文化連盟加盟団体 

        

         

 

第 65回総合文化祭 展示作品募集について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スポーツ情報 

●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 

無 料 開 放 

１０月9日は体育の日！ 

興部・沙留トレーニングセンター 
グリーンハウス 

 毎年１０月第２月曜日の体育の日にちなんで、興部・沙留トレーニングセンター、グリーンハウスを、

無料開放いたします。この機会に是非ご利用いただき、スポーツの秋を満喫してみませんか？ 
※沙留トレセンのみ１０月7日（土）に無料開放致します。 
 

 ●無料開放日  平成２9年１０月9日（月）【沙留トレセン：１０月7日（土）】 
 ●開館時間   午前９時００分～午後５時００分 
 ●お問合せ先  興部町農業者トレーニングセンター   ℡８２－３８７５ 
         農業者等健康増進施設（沙留トレセン） ℡８３－２３０６（沙留公民館） 
         構造改善センター （グリーンハウス） ℡８２－４２０１ 
 

第 49回興部駅伝競走大会開催のお知らせ 10月9日(月)【雨天決行】 
 第49回目となる興部駅伝競走大会が10月9日（月）に、興部交通記念広場（アニュウ）を会場に開
催されます。是非、町民の皆様の温かい声援をお願いいたします。 
  
●スタート時間：１０時０0分 
●種 目：■一般男子の部／高校男子の部／中学男子の部／女子の部（一般、高校、中学生含む） 
       興部交通記念広場発着周回コース ６区間２１㎞ 
     ■小学男子の部／小学女子の部 
       興部交通記念広場発着周回コース ６区間１８㎞ 
【問い合わせ先】 興部町陸上競技協会事務局 近藤博信（℡８２－２５５２） 
         （興部町仲町 興部町教育委員会内） 

 平成29年度の町営プールの開放は9月10日をもって終了いたしました。来年もたくさんのご利用をよろしく
お願い致します。 

プールからのお知らせ 

第45回町内対抗野球大会 

元・浜町が優勝！！ 

平成29年度ナイター大会 

BEAMSが優勝！！ 



 

まきば号 １０月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ５日・１９日（木） 宇津地区 ４日・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 

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 
６日・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～ 

 

 

 

 

１０月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

人間力を高める読書法・・・・・・・・・・・・・武田 鉄矢 

年をとるのが楽しくなる教養力・・・・・・・・・斉 藤 孝 

人生の最期に笑う人泣く人・・・・・・・・・・・佐藤 康行 

満月の法則・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

小林カツ代伝・・・・・・・・・・・・・・・・・中原 一歩 

マル暴捜査・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 井 良 

超老人の壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・養老 孟司 

老後ぐらい好きにさせてよ・・・・・・・・・・・野末 陳平 

鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ・・・・川上 和人 

今日すべきことを精一杯・・・・・・・・・・・・日野原重明 

わたしの主人公はわたし・・・・・・・・・・・・細川 貂  々

それでも原発が必要な理由・・・・・・・・・・・櫻井よしこ 

あせらずたゆまずゆっくりと・・・・・・・・・・赤木 春恵 

潔白・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青 木 俊 

バックステージ・・・・・・・・・・・・・・・・芦 沢 央 

末ながくお幸せに・・・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

嘘をつく器・・・・・・・・・・・・・・・・・・一色さゆり 

ヒストリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・池永 永一 

院長選挙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

船参宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笹本 稜平 

狐と韃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朱川 湊人 

翠の窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・下村 敦史 

移植医たち・・・・・・・・・・・・・・・・・谷村 志穂 

人形たちの白昼夢・・・・・・・・・・・・・・千 早 茜 

ランニング・ワイルド・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

Ｒ帝国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村 文則 

国土・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・楡 周 平 

神の涙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・馳 星 周 

ドッグ・メーカー・・・・・・・・・・・・・・深町 秋生 

つぼみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮下 奈都 

この世の春・・・・・・・・・・・・・・・・・宮部みゆき 

風神雷神・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳 広 司 

盤上の向日葵・・・・・・・・・・・・・・・・柚月 裕子 

さらさら流る・・・・・・・・・・・・・・・・柚木 麻子 

媚びない老後・・・・・・・・・・・・・・・・桐島 洋子 

大人しく老いてなんかいられない・・・・・・・広瀬久美子 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

暮らしに寄り添う手作りのかっぽう着・・・・ブティック社 

ずぼらヨガ・・・・・・・・・・・・・・・・・崎田 ミナ 

登紀子ばあばの７０年つくり続けてきた私の味・鈴木登紀子 

図書の修理とらの巻・・・・・・・・・・・・・板倉 正子 

１０月の休館日 ２日、９日、１６日、３０日（毎週月曜日） 

 

★ハロウィン withケント先生 

◎日 時 １０月１４日（土）午前 11時～ 

◎場 所 興部町立図書館  

◎内 容 ケント先生とハロウィンを楽しみます。 

     図書館周辺をパレードしますので皆さん仮装

して来てください。 

    

     

 

 

      

●図書館まつりのお知らせ 
◎日 時  １０月２１日（土）午前９時３０分～ 
◎場 所  興部町立図書館 
◎内 容  ★前夜祭 deナイター開館  

20日（金） 20時まで開館 
★古本市 ３１日（火）まで 

       定価の１％、端数切上げ、最低１０円 
       中学生までは無料 
      ★チャンキー松本といぬんこの 
               読み聞かせショー 
        10時～11時 
      ★喫茶よもう君  11時 30分～13時 
        カレーやフランクフルトなど販売 
      ★工作教室 13時～14時 
       高校生が先生になってプラバン工作 
 

★臨時開館のお知らせ 
１０月２３日（月）は通常休館日ですが 

 ９時３０分～１８時まで臨時開館いたします。 



編集後記          時間の経過は早いもので、今年ももう10月になりました。文化の季節ですね。10月は興部高 

       校の定期演奏から始まり櫻井哲夫さんによるベースソロライブ、興部ドゥリーム・コールによる演奏会 

があります。皆さんもこの機会に是非足を運んでみてください。               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 

「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  開演 17時30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  催  北海道興部高等学校 

■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。どうぞよろしくお願い致します。 

「オータムコンサート２０１7開催のお知らせ」 

「第23回 興部ドゥリーム・コール演奏会（女声合唱）のお知らせ」 

 第23回 興部ドゥリーム・コールの演奏会を下記により開催いたします。 

 心に残る歌を、楽しんでいただける歌をモットーに日々練習に励んでおります。 

 この時期何かとお忙しい時期ではありますが、皆様のご来場を心からお待ちいたしております。 

 

 ■日 時  10月28日（土） 開場 13時30分  開演 14時00分 

 ■場 所  興部町総合センター 

 ■入 場 料  無料 

 ■問 合 せ  ドゥリーム・コール 事務局 久積 

                 ℡ 82-4077 

                                 ℡ 82-2171（職場） 

「櫻井哲夫ベースソロライブのお知らせ」 

 今回のライブでは昨年に続き興部在住の二人がカシオペアの名曲を櫻井哲夫さんとコラボします。 

 また、1980年代にカシオペアで活動していた頃の名曲をメドレー演奏します。 

 皆様のご来場お待ちしております。 

  ・ドラム 藤田 宏（ヘアースペースB-flatオーナー） 

  ・キーボード 竜川裕子（竜川音楽教室講師） 

 ■日 時  10月5日（木） 開場 18時30分  開演 19時00分 

 ■場 所  興部町総合センター ロビー 

 ■入 場 料  前売 一般 3,500円  中・高校生 2,000円 

        （当日は500円ＵＰです） 

 ■チケット取扱  ・カ フ ェ キ キ ト キ 0158-82-2447 

         ・ヘアースペース B-flat 090-6440-5248 

         ・たつかわ音楽教室 090-1527-9775 

                 ・細 川 音 楽 教 室  090-2053-4881 


