
 

 興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、ギネスに挑戦が１月13 日（土）に開催されます！ 
誰でも、簡単にできる種目ばかりですので、気軽に参加して下さい。 

  
■日  時  1 月13 日（土）９：00 集合    
■場  所  農業者トレーニングセンター（仲町）  
■対  象  幼児・小学生  
■参 加 料  無 料 
■申込期間  1 月10 日（水）までに下記宛申込み願います。 
■申 込 先  興部町子ども会育成連絡協議会  

 事務局 遠藤泰代 ℡82－2552（教育委員会内） 

種目 競技方法 ギネス記録 ※(  )内は当時 昨年の1 位 

①カンピューター 赤？白？どっち！？ 運だけが勝負。  ４回正解 岩田柚子奈（興4） 

②飛べ！紙ヒコーキ 紙ヒコーキを作って、遠くに飛ばす。 24.66ｍ ’00 硲貴洋（興6） 20.72ｍ 橋場蒼汰 （興４） 

③ＵＦＯ 長ぐつをはき、足で遠くまで飛ばす。 22.88ｍ ’12 松坂和樹（興6） 17.78ｍ 坂東拓実 （興６） 

④おこっぺタワー 空き缶を高く積み上げる。 17 本   ’00 佃誓二（秋5） 11 本    笹岡雄太 （興６） 

⑤ネズミの宅急便 ぞうきんがけのタイムを競う。 9.15 秒 ’96 橋本佳樹（興6） 12.45 秒 岩田柚子奈 （興４） 

⑥ニアピン大賞 ボールを転がしてピンに近づける。 5ｃｍ  ’00 加賀谷豪哲（沙1） 57cｍ   橋場蒼汰 （興４） 

 

  
 

 興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、興部町子ども会宿泊研修が２月３日（土）・４日（日）
に開催されます。氷上ワカサギ釣り、エアボード体験ができますので皆さん是非参加してください。 

 

■日  時  ２月３日（土）～ ４日（日）※出発・到着時刻などの詳細は参加者にお知らせします。 
■場  所  剣淵町桜岡湖・ビバアルパカ牧場・士別市つくも青少年の家 
■対  象  小学４年生～中学3 年生   
■参 加 料  無 料 
■申込期間  １月10 日（水）までに下記宛申込み願います。定員２０名 
       詳細は学校を通してチラシを配布しています。 
■申 込 先  興部町子ども会育成連絡協議会  

 事務局 遠藤泰代 ℡82－2552（教育委員会内） 
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 （親子参加歓迎）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“マナビィ” 

1/13(土)「おこっぺ版ギネスに挑戦」参加者募集 

2/3（土）・4(日)「興部町子ども会宿泊研修」参加者募集 

 
 
 
  
  企業や公官庁の研修、小中高校生とその保護者、教職員、少年団のコーチ等に対する講演などで注目され 

ている「コーチング」。相手の可能性を引き出し、自発的な行動を促進するコミュニケーション・スキルです。 
 このコーチングの理論とスキルを活かし、ぶれない「自分軸」を作っていく考え方を石川尚子さんに教えていた 

だきます。 
●どこか自分に自信が持てない ●どうしても人と比べてしまう ●もっと軽やかに結果を作りたい 
●がんばっているのに、前進している気がしない ♦部活や少年団のコーチ という方に特におススメします！ 

 
 ■日 時  2 月3 日（土） 10：00 ～ 12：00  
 ■講 師   株式会社 ゆめかな 代表取締役 石川尚子氏 
 ■場 所  中央公民館 講堂（仲町） 
 ■その他  入場無料（興部町民以外の方も参加可能です） 申込不要ですので、直接会場にお越しください。 
 ■問合せ  興部町教育委員会 社会教育課 遠藤泰代 ℡82－2552 

 

2/3 日（土） 平成 29 年度興部町成人大学講座

開催 石川尚子さん講演会：ぶれない『自分軸』を作るコーチング 

コーチングだョ！成人集合 

今年は釣れる

かな～ 

1/27（土）おもしろ科学教室「サイエンスフェスティバル in おこっぺ」   
毎年恒例の科学の祭典です。楽しい実験がたくさん！みなさんの参加をお待ちしています。 
■日  時  1 月27 日（土）10：00～11：30  
■場  所  中央公民館 講堂 
■対  象  町内の中学3 年生以下（親子参加歓迎）※小学3 年生以下は保護者といっしょにきてください。 
■参 加 料  無 料 
■申込期間   1 月24 日（水）までに下記宛申込み願います。詳細は学校を通してチラシを配布しています。 
■申 込 先  興部町教育委員会 社会教育課 遠藤泰代 ℡82－2552 

科学だョ！

こども集合 

… 

今年こそ 

記録更新するぞ～！ 



1月13日
13時00分～16時00分 興部中学校（バレー部）

9時00分～12時00分 子ども会 ギネスに挑戦

●トレーニングセンター行事予定
日　　時 行事内容

1月9日
1月10日
1月11日
1月12日

9時00分～12時30分 興部中学校（バレー部）

1月26日、29日 18時30分～20時30分 初心者スノーボード教室

1月25日 9時35分～11時10分 雄武町共栄小学校スキー授業

興部小学校スキー授業

沙留小学校スキー授業

興部高校スキー授業

10時～11時30分 ちびっこスキー教室

1月12日

1月11日

1月10日

●町営スキー場行事予定

1月16日、17日、18日、23日、24日、25日、30日

1月19日、26日、31日

1月23日、24日、26日、30日、31日

1月23日、25日、30日

1月23日、25日、30日

1月16日、17日、18日

1月23日、24日、25日

1月30日、31日

13時45分～14時45分

12時45分～14時30分

10時15分～11時35分

9時～10時45分

13時～15時10分

19時～20時30分

19時～20時30分

19時～20時30分

興部スキー協会 スキー教室（小学生・就学前児童）

興部スキー協会 スキー教室（中学生以上一般・就学前児童）

興部スキー協会 スキー教室（小学生・就学前児童）

興部中学校スキー授業

沙留中学校スキー授業

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ情報  

体育施設の行事予定（1 月） 

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） 

スキー場からのお知らせ 
 今年度の興部町営スキー場のオープンにつきまして、12 月下旬を予定しておりますが、今後の天候 
次第の状況もあり、まだオープンの日程が確定しておりません。 
 オープンの日程が決まり次第、新聞折り込みチラシ及びホームページにてお知らせいたしますので、ご確認くださいます
よう宜しくお願い致します。また、リフトの運行時間及び料金等につきましては、下記のとおりとなっておりますので、ご
確認・ご了承のうえご利用ください。 
 なお、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の
で、スキー場を利用される児童・生徒の皆さんにつきましては、無料リフト券の申請を宜しくお願い致します。詳しくは教
育委員会体育振興係までお問い合わせくださいますよう宜しくお願い致します。 
●リフト料金（大人：高校生以上、小人：中学生以下） 
 シーズン券          ：大人１５,７５０円、小人１０,５００円 
 １日券（ナイターも利用可能） ：大人 １,５７０円、小人  １,０５０円 
 回数券（２２回利用可能）   ：大人 １,０５０円、小人    ７３０円 
 １回券（２回利用可能）    ：大人    １００円、小人       ７０円 
●リフト運行時間 
 月曜日：18 時～21 時（ナイターのみ運行） 
 火曜日～土曜日：9 時～12 時／13 時～16 時／18 時～21 時（運休時間：12 時～13 時／16 時～18 時） 
 日・祝日：9 時～17 時（リフト運休時間なし） 
 ※３月の平日はナイターのみの運行となります。 
●オープン期間 
 ３月中旬まで（積雪状況等により変更する場合があります） 
●問合せ 
 興部町教育委員会体育振興係（℡８２－２５５２）／興部町営スキー場（℡ 82-4000） 
●興部町ホームページ内、興部町営スキー場のページ 
 http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/education/shakai/nbm3tm0000001f0q.html 

興部町営スキー場 検索 

興部一輪車クラブ メンバー募集中！ 
●日 時 毎週木曜日 18 時00 分～18 時30 分 
●場 所 沙留小学校体育館 
●問合せ 岩田 祐美 ℡ 090-9751-7745 
※曜日、時間、場所は変動があります。 

 ●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／Fax 82-3011 まで 

※スキー場の行事予定につき
まして、記載の時間帯の一般
の方のご利用は可能ですが、
スキー場の混雑が予想されま
すので、ご利用の際にはご理
解の程よろしくお願い致しま
す。 



 

まきば号 １月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ２５日（木） 宇津地区 ２４日（水） 秋里地区 １８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：賤３５～ 

      １６：００ 

はまなす幼稚園 お休み 豊野地区 １７日・３１日（水） 

興 部 保 育 所 
１８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 
１２日・２６日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

１月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

未来の年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・河合 雅司 

ジャンプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤 池 鎮 

友情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山中 伸弥 

２０１１年の棚橋弘至と中邑真輔・・・・・・・・柳 澤 健 

阿久悠と松本隆・・・・・・・・・・・・・・・・中川 右介 

獣医さんのイタい恋・・・・・・・・・・・・・・清水 秀茂 

おもかげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎 

婚活中毒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉理香子 

彼方の友へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊吹 有喜 

セブンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

奔流恐るるにたらず・・・・・・・・・・・・・・逢 坂 剛 

テーラー伊三郎・・・・・・・・・・・・・・・・川瀬 七緒 

秀吉の活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木下 昌輝 

決戦！賤ケ岳・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

カネと共に去りぬ・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

赤い密約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

道標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

インフルエンス・・・・・・・・・・・・・・・・近藤 史恵 

異形のものたち・・・・・・・・・・・・・・・・小池真理子 

銀杏手ならい・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加 

火定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・澤田 瞳子 

ねこ町駅前商店街日々便り・・・・・・・・・・・柴田よしき 

痴漢冤罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新堂 冬樹 

駐在日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・小路 幸也 

虚構推理・・・・・・・・・・・・・・・・・・城 平 京 

いのち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・瀬戸内寂聴 

白磁海岸・・・・・・・・・・・・・・・・・・高樹のぶ子 

おれは一万石・・・・・・・・・・・・・・・・千野 隆司 

荒海を渡る鉄の舟・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

逃亡刑事・・・・・・・・・・・・・・・・・・中山 七里 

デッド・アオ・アライブ・・・・・・・・・・・楡 周 平 

ウズタマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・額 賀 澪 

大獄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

ランチ酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 ひ香 

地獄の犬たち・・・・・・・・・・・・・・・・深町 秋生 

ドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤野 可織 

ノーマンズランド・・・・・・・・・・・・・・誉田 哲也 

バースデイ・ガール・・・・・・・・・・・・・村上 春樹 

森家の討ち入り・・・・・・・・・・・・・・・諸田 玲子 

飼う人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳 美 里 

おらおらでひとりいぐも・・・・・・・・・・・若竹千佐子 

意識のリボン・・・・・・・・・・・・・・・・綿矢 りさ 

太陽と乙女・・・・・・・・・・・・・・・・・森見登美彦 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

オリーヴのすごい力・・・・・・・・小豆島ヘルシーランド 

１月の休館日 ８日、１５日、２２日、２９日（毎週月曜日） 

       年末年始の休館日 １２月３１日（日）～１月５日（金）   

 

★えほんのじかんのお知らせ★ 

◎日 時  １月13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 

      おりがみ 

毎月第 2土曜日に開催しています。 

1月のテーマは「さる」です。 

5月「ぺんぎん」 

6月「ぞう」 

8月「きりん」 

9月「ぱんだ」 

11月「らいおん」 

を作ってきました。 

★クリスマス会をしました！★ 

12月9日にえほんのじかん拡大版とし

てボランティアさんと一緒にクリスマス

会をしました。 

ハンドベルの演奏やエプロンシアタ

ー、パネルシアターで楽しい時間を過ご

しました。 



編集後記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1 月には、「ギネスに挑戦」「サイエンスフェスティバル」が開催される予定 
        となっております。皆さんの参加をお待ちしております！！               成田 

年末年始の休館日  
12月31日（日）～1月5日（金） 
 中央公民館、別館、沙留公民館、興部トレーニングセンター、沙留トレーニングセンター、 
 構造改善センター（グリーンハウス）、図書館 

12月30日（土）～1月6日（土） 
 総合センター 

※1 月4 日（木）は成人式を実施します 

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 

 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～興部小学校「興小祭り」編～ 

 
 去る12 月８日（金）、興部小学校 仲よし会 会長の平澤さんから招待状を
いただき、「興小祭り（こうしょうまつり）」へ参加してきました。 
 専用のお金を頂いた後、児童の皆さんが学年ごとに企画・運営しているブ
ースに立ち寄り、創作活動をしたりゲームに参加したりと、楽しいひと時を
過ごしました。「縁日」ではゴム鉄砲で上手に的を撃ち、上位に名を連ねる学
生がいたり、「もぐらたたき」では年齢を感じさせないスピードで叩く学生が
いたりと、大いに盛り上がり、子どもたちとのふれあいを満喫することがで
きました。興部小学校仲よし会のみなさん、そして教員のみなさん、お世話
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 

 

新たなスタートのための朝 YOGA 
興部わくわくYOGA サークルでは新メンバーを募集します。日曜の朝ゆっくりと身体が目覚めるヨガをはじめ

ませんか？呼吸法、ポーズへの準備、身体への意識化、心の安定（瞑想法）を取り入れ初心者の方、身体が堅い方
でも行える内容です。 
■ 日 時  1 月14 日・21 日・28 日（日）10：00～（90 分間） 
■ 会 場  中央公民館 ２階 和室 
■ 問 合 せ   090-8634-3992 二宮 

参加募集 おこっぺスタイル ま・な・ぶ １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。 
☆１月は｢つたえる編｣ ～絵本を囲んでお話会しませんか♪～ 
・絵本が好き、絵本の話を聞いてみたい 
・子供に絵本を読んであげたいというアツイ想いを消化したい 
・絵本を選ぶコツ、読むコツ を知りたい 
・子供への読み語り、他の人はどうしているの？ 
・大人になってから絵本好きになった 
・絵本で癒されてみたい 
などなど・・ 
 子育てを通じて絵本に触れたり、大人になってから絵本の魅力に気づいたり・・・と絵本は身近にあるものですが、
ゆっくりお話をする機会は、意外に少ないように思います。子育て中“どう読んであげたらいいの！？”と壁にぶつ
かったような気持ちになることはありませんか？シェアしあうことで、自分の答えが見つかったりふと気づくヒント
が隠れていたりします♪ 
｢正解探し｣ではなく｢自分らしく絵本を楽しむ方法｣を一緒にみつけませんか？ 
世代、年齢、男女問わず、どんな方でも参加していただけます♪お茶を飲みながらシェアしあう、お話会です。どう
ぞ気軽に参加ください♪ 
『大人も子供も 絵本を楽しもう♪』 
 ～ゲスト・アドバイザー 興部町立図書館 司書 大井重美さん～ 
                            （興部町教育委員会 社会教育課 図書係長） 
◎日 時      １月１６日（火） １０：００～１１：４５ 
◎場 所      中央公民館 和室  
◎参加費・持ち物   お気に入りの絵本☆またはお子さんが好きな絵本を１冊お持ちください。 
          （申込された方に詳細お伝えします） 
申込み   おこっぺスタイル ま・な・ぶ 事務局  藤田（82-3869/090-8371-7983） 
 
 


