
平成30 年１月４日（木）、総合センターにおいて成人式を挙行いたします。 

対象は、平成9 年４月２日から平成10 年４月１日の間に生まれた方です。 

興部町に住民登録されている方には、往復ハガキにて出欠の確認をいたしますが、進学や就職などで現在興部町

に住民登録されていない方も参加できますので、参加を希望される方は１２月11 日（月）までに下記宛申込み願

います。 

■日 時  平成30 年１月４日（木）午後１時～ 

■会 場  開基百年記念 興部町総合センター（栄町） 

■申込先  興部町仲町 中央公民館内 

      興部町教育委員会 社会教育係 遠藤 

℡ 82‐2552 

 

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、公民館のロビーを開放致します。 

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” 

 

社会教育施設の年末年始休館日は下記の通りです。 

■中央公民館・別館・沙留公民館       １２月３１日（日）～１月５日（金）  

■総合センター               １２月３0 日（土）～１月6 日（土） 

                                      ※1 月4 日(木)は成人式 

■トレーニングセンター（興部・沙留）  １２月３１日（日）～１月５日（金） 

■構造改善センター（グリーンハウス）  １２月３１日（日）～１月５日（金） 

■図書館                          １２月３１日（日）～１月５日（金） 

      

１月 4日（木） 興部町成人式 

社会教育施設 年末年始の休館 

興部町に住民登録されていない方で参加を希望

される方は次の事項をご連絡願います。 

① 参加者氏名  ② 性別 

③ 案内状送付先住所 

（実家の場合は世帯主の氏名） 

④ 電話番号（日中の連絡先） 

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 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 



興部町スポーツ少年団スポーツ大会

13時00分～16時00分 FCルゴーサ興部

●トレーニングセンター行事予定
日　　時 行事内容

12月21日（木） 16時00分～19時00分 FCルゴーサ興部

12月2日（土） 9時00分～12時00分

12月7日（木） 16時00分～19時00分

9時00分～12時00分

13時00分～16時30分 バドミントン実技講習会
12月14日（木）

12月17日（日） 9時00分～16時00分 紋別ウインターリーグ（フットサル）

12月16日（土）

12月10日（日）

16時00分～19時00分 FCルゴーサ興部

FCルゴーサ興部

9時30分～12時00分

 

 スポーツ情報 
トレーニングセンター・グリーンハウス 

〜年末年始休館日のお知らせ〜 
年末年始休館日：12 月 31 日（日）～1 月 5 日（金） 

町営スキー場 無料リフト券の申込について 

 昨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♪ 
 つきましては、対象となる児童生徒の方で、無料のリフト券を必要とされる方は、下記まで申請をお願い致
します。なお、町内の学校に通う生徒におかれましては、後日学校で申込書を配布いたしますので、そちらを
ご利用ください。また、幼児及び町外に通う生徒等につきましては、教育委員会及びスキー場にて申込書を配
布いたしますので、直接お越しいただきご記入頂きますよう、よろしくお願い致します。 
 スキー場のオープンにつきましては、積雪の状況にもよりますが１２月下旬頃を予定しておりますので、今
しばらくお待ちいただきますよう宜しくお願い致します。町営スキー場のオープン情報、営業時間、料金等の
情報につきましては、興部町ホームページでご覧頂くか、教育委員会までお問い合わせください。 
●受付場所・受付期間 
 オープン前：興部町教育委員会 １２月１1 日（月）～オープン前日までの平日：９時～１７時 
 オープン後：興部町営スキー場 ヒュッテ事務室において営業時間内のみ引き換え 
●お問合わせ：興部町教育委員会 体育振興係 ℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１ 
 

ちびっこスキー教室開催のお知らせ 
 今年も幼児（年長）から小学1 年生までのちびっこを対象にしたスキー教室を開催いたします。 
スキー授業が始まる前に練習して先生や友達に良いところを見せちゃいましょう♪ 
●日  時 平成30 年１月１0・１1・１2 日（水・木・金の計３回）  
      （スキー場の積雪状況等により日程を変更することがあります） 
●場  所 興部町営スキー場 
●時  間 午前１０時～午前１１時３０分まで  
●参加対象 幼児（年長／２３年度生まれ）～小学１年生まで ２０名程度  
●申込期間 平成29 年12 月１日（金）～12 月29 日（金）まで  
●実技指導 興部スキー協会 スキー指導員  
●参加料  無 料  
●申込・問合せ先 興部町教育委員会体育振興係（℡82－2552／Fax82－3011）  
【参加される方へのお願い】 
 ※９時５０分までに、スキー場ロッジ内へ来て受付をしてください。 
 ※スキー板、靴、ストック、帽子、手袋等の持ち物には必ず名前をつけてください。 
 ※積雪・天候の状況等により日程が変更・中止になることがありますのでご了承願います。 

体育施設の行事予定（12 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。 

問合せ：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１まで 

バドミントン実技講習会のお知らせ 

 12 月 10 日（日）にバドミントン実技講習会が開
催されます。 
●日 時 平成29 年12 月10 日（日） 
     13 時～16 時30 分 
●場 所 興部町農業者トレーニングセンター 
●対 象 中学生・高校生・一般愛好者 
●講 師 三上 裕司 氏 
    （一般社団法人ノースタークリエイション代表） 

●問合せ 12 月5 日（火）までに興部町 
     羽球協会事務局にご連絡願います。 
     ℡ 0158-82-3252 
       090-9519-6566（携帯） 



 

まきば号 １２月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １４日・２８日（木） 宇津地区 １３日・２７日（水） 秋里地区 ７日・２１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 １日・１５日（金） 

１３：４５～ 
豊野地区 ６日・２０日（水） 

興 部 保 育 所 
７日・２１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 
８日・２２日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

１２月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

２０代の生き方で人生は９割決まる・・・・・・・金川 顕教 

コーチングのとびら・・・・・・・・・・・・・・石川 尚子 

やってみよう！コーチング・・・・・・・・・・・  〃 

言葉ひとつで子どもが変わる・・・・・・・・・・  〃 

聴導犬のなみだ・・・・・・・・・・・・・・・・野中圭一郎 

虫と人と環境と・・・・・・・・・・・・・・・・岩佐 光啓 

息子とワタシ、ときどきツレ・・・・・・・・・・細川 貂  々

農業のマーケティング教科書・・・・・・・・・・岩崎 邦彦 

こはる日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・益田 ミリ 

プロレスが死んだ日・・・・・・・・・・・・・・近藤 隆夫 

三沢と橋本はなぜ死ななければならなかったのか・西花池湖南 

三世代探偵団・・・・・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

人間タワー・・・・・・・・・・・・・・・・・朝比奈あすか 

クリスマスを探偵と・・・・・・・・・・・・・・伊坂幸太郎 

屍人荘の殺人・・・・・・・・・・・・・・・・・今村 昌弘 

はやく老人になりたいと彼女はいう・・・・・・・伊藤たかみ 

双生児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・折 原 一 

覆面作家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大沢 在昌 

ミトン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小 川 糸 

キラキラ共和国・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

ミステリークロック・・・・・・・・・・・・・・貴志 祐介 

ヴェネツィア便り・・・・・・・・・・・・・・・北 村 薫 

浅き夢みし・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

花歌は、うたう・・・・・・・・・・・・・・・・小路 幸也 

みさと町立図書館分館・・・・・・・・・・・・高森美由紀 

スリーパー浸透工作員・・・・・・・・・・・・竹 内 明 

塩の道 おれは一万石・・・・・・・・・・・・千野 隆司 

姫夜叉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

さくらうるわし・・・・・・・・・・・・・・・長野まゆみ 

十津川警部山手線の恋人・・・・・・・・・・・西村京太郎 

たゆたえども沈まず・・・・・・・・・・・・・原田 マハ 

西郷どん・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 真理子 

オペレーションＺ・・・・・・・・・・・・・・真 山 仁 

呉漢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮城谷昌光 

僕はロボットごしの君に恋をする・・・・・・・山田 悠介 

毒母ですがなにか・・・・・・・・・・・・・・山口惠以子 

エクスプロード・・・・・・・・・・・・・・・結城 充考 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

服部幸應の知っておいしいだし事典・・・・・実業之日本社 

つくりおき野菜ペーストレシピ・・・・・・・・横 山 剛 

おうち割烹・・・・・・・・・・・・・・・・・中嶋 貞治 

必ずおいしく作れる和のおかず・・・・・・・・世界文化社 

かぎ針編みのソックス・・・・・・・・・・アップルミンツ 

手作りアクセサリー・・・・・・・・・・・・・貴和製作所 

世界の最新医学が証明した究極の疲れないカラダ・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲野 広倫 

おとな女子のセルフ健康診断・・・・・・・・・内山 明好 

死ぬまで歩くにはスクワットだけすればいい・・小林 弘幸 

１２月の休館日 ４日、１１日、１８日、２５日（毎週月曜日）２３日（天皇誕生日） 

    年末年始の休館日 １２月３１日（日）～１月５日（金）   

 

★クリスマス会のお知らせ★ 
◎日 時  １２月９日（土）午前１１時～ 

◎場 所  興部町立図書館２階視聴覚室 

◎内 容  ハンドベル演奏 

      エプロンシアター 

      パネルシアター 

      絵本の読み聞かせ など 

 

９月「ぱんだ」をつくりました。 

 

 

 



 今月号より文化団体を紹介していきたいと思っております。 

もし興味のある活動がありましたら下記宛てまでご連絡願います。 

 ※紙面の都合により掲載できない場合がありますがご了承ください。 

 ■問 合 せ 教育委員会 社会教育係 ℡ ８２－２５５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           11 月も終わり今年もあと１ヶ月となりました。１２月には、おもしろ体験教室「石器づく 

          り体験」「遺跡について知ろう！」を郷土資料館を使って興部の歴史を感じながら体験するこ 

        とができます。今後もおもしろ体験教室がありますので皆さんの参加をお待ちしています。 

雪が積もり、交通状況も悪くなりますので皆様運転の際には事故の無いようにまた、気温も低くなり体調も崩しやす

くなると思うので体調管理に気をつけてお過ごしください。                成田 

編集後記 

 去る11 月10 日（金）、当教育委員会の遠藤泰代社会教育主事

を講師に「餃子づくり講習会」を実施しました。 

 はじめに、薄力粉と強力粉を混ぜたものを使って餃子の皮をつく

り、次に各種野菜をみじん切りにし豚ひき肉を混ぜあわせて具をつ

くりました。ジューシーに仕上げるため野菜の水は切らないこと、

肉を手でこねると肉の脂が溶けるため旨味が落ちることなどの説

明を受け、普段は料理をしない男性陣も張り切って餃子づくりを楽

しみました。 

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）  

℡８２－２５５２ 近藤 

 

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） 

℡  ８２－２５５２ /  Fax  ８２－３０１１ 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～「餃子づくり講習会」編～ 
 

文化関係活動団体の紹介 
 

琴伝流大正琴
沙留琴礼会

大正琴
　私達、あすなろ会は50～80歳迄の仲間9人で加齢との戦いの中、日々
の練習で生活にメリハリをつけ、周囲になるべく迷惑をかけないで、一度
きりの人生を有意義に楽しく生きていければとの思いで続けております。
興味のある方、気軽に参加してみませんか。お待ちしております。

　聴くも良し、演奏はもっと楽しいです。小中学生の方も歓迎です。気楽
に始めて見ましょう。

Ｐ　Ｒ

中央公民館 別館

毎週月曜 9時00分～12時00分

沙留公民館

毎週水曜 13時00分～16時00分

琴伝流大正琴
あすなろ会

活動日・活動場所分　類 団体名


