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 中央公民館の料理実習室に、家庭用電気オーブン6台が入りました。 

 そのほか、ボウル・ざる・ヘラなどの調理用具も増えました。 

 お菓子作りなどの調理ができるようになりましたので、ぜひご利用ください。  

 

“マナビィ” 

 

☆春の一般公開のご案内☆ ～興部町民なら一度は行ってみよう～ 

『米田御殿』興部町歴史的遺産の指定を平成元年に受けて今年 

で30年。今回は以前に行っていた「お茶を楽しむ集い」を17日 

（日）に開催します。開米社中「茶話会
さ わ か い

」の抹茶をいただきながら、 

澤田淑子さんの箏演奏をバックに、雅
みやび

な時間を過ごしてみません 

か。お点前体験もできます。期間中、橋田社中「さつき会」の生け 

花も展示します。 
 
■公開期間   6月１５日（金）～ 17日（日） 

１０時00分 ～ １５時00分 

■場  所  栄町   

■入館料  無料 ※この施設にはトイレがありません。 

 

『郷土資料館』興部町130年のあゆみが展示されています。 

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   6月13日（水）～ 17日（日） 

 １３時００分 ～ １８時００分 

  ■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。 

※車椅子の方で見学希望の場合は、事前に教育委員会までご連絡ください。 

  ■入 館 料  無料 

 

教育委員会主催事業「おもしろ自然体験教室」を６月21日（土）に開催します。 

ネイチャーゲームやカブト虫の幼虫採取、森林浴をしてみませんか？ 

幼虫をとったその場で育て方も学習して、家に帰って育ててみましょう！！ 

皆さんの参加をお待ちしております。 

 

 日  時  平成26年6月21日（土） 8時30分 ～ 13時00分 

 場  所  富丘地区 

 対  象  町内の小学生、就学前の幼児２0名（先着順） 親子参加歓迎 

       ※小学2年生以下は保護者同伴とします 

 参 加 費  無料 

 申し込み  平成26年6月１6日（月）まで 

 申 込 先  教育委員会 社会教育係 星川 ℡ 82-2552 

       ※詳細につきましては、学校を通してチラシを配布致しますので、ご覧下さい。 

 

（イメージ） 

おもしろ自然体験教室「カブトムシの幼虫採集＆ネイチャーゲーム」 
 昨年、雨でできなかった企画です。今年こそ晴れますように…！富丘の自然を満喫しましょう。 
   ■日 時 ６月１６日（土） １０時００分～１２時００分       
  ■場 所 富丘地区げんきの森（雨天時 中央公民館で別内容実施） 
  ■主 催 北海道オホーツク総合振興局西部森林室・富丘林業グループ・興部町教育委員会 
  ■対 象 小学生・幼児 20名程度 
       （幼児、小学生２年生以下は保護者同伴とします） 
  ■参 加 料 無料 
   ■持 ち 物 長靴、軍手、小さなスコップ、虫を入れるケース、飲み物など 
  ■申込締切  6月８日（金）※町内保育所、幼稚園、小学校にチラシを配布しています。 
  ■問 合 せ 社会教育課 ℡82-2552 

№324．2018年 

☆ご利用ください！☆    

＜貴重な資料がいっぱいの資料館＞ 

みんなに会えるのを 

楽しみにしているよ！ 



体育施設の行事予定（6月） 
 

 6月9日（土）より町営プールをオープンいたします。 

 ルール・マナーを守ってどなたもぜひご利用ください。 

●開館期間：6月9日（土）～ 9月9日（日）まで 

 ※8月14日（火）～16日（木）はお盆休みとなっております。 

●開館時間：月～土曜 10時00分～19時30分 / 日曜・祝日 10時00分～17時00分 

 ※12時から13時まではお昼休みの為使用できません。 

 ※授業中・水泳教室等で一般利用できない時は、プール玄関前に赤旗を揚げお知らせいたします。 

●ナイタープールのお知らせ 

 平成30年度のナイタープール開放日は7月1日～ 8月31日までの毎週水曜日です。 

●問 合 せ：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡82-2552 

      町営プール（開館期間中のみ） ℡82-2729 

6月22日 8時30分～13時 はまなす幼稚園（雨天時）

6月8日 8時30分～13時

行事内容
幼児運動体験教室

日　　時
●トレーニングセンター行事予定

 

 

 

 

 

スポーツ情報 

町営プールがオープンします！ 

●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／Fax８２－３０１１まで 

グランド開き兼第40回新島杯野球大会 

BEAMSが優勝！！ 
 5月14日（月）から5月21日（月）

にかけて、「グランド開き兼第40回新

島杯野球大会」が町営球場にて開催され

ました。町内の 6 チームが参加し熱戦

を繰り広げ、見事BEAMSが優勝を果

たしました。 

 大会結果は右記の通りです。 



 

まきば号 ６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） 

旭町  小学校 

汐見町 海水浴場 

旭町  沙留公民館 

緑町  対馬宅 

１２：５０～ 

１３：２５～ 

１４：００～ 

１５：１０～ 

    １５：３０ 

   

  

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 
８日・２２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 
１４日・２８日（木） 

１５：４０～ 

 

 

 

６月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

図解ヒトのココロがわかるフロイトの話・・・・・山竹 伸二 

これが裁判か 裁判員裁判の恐るべき実態・・・・田邉 信好 

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています・・ｉｃｈｉｄａ 

新理系の人々・・・・・・・・・・・・・・・・・よ し た に 

にゃん 鈴江藩江戸屋敷見聞帳・・・・・・・・あさのあつこ 

ステイ・ゴールド・・・・・・・・・・・・・・・池田 久輝 

ラストチャンス再生請負人・・・・・・・・・・・江 上 剛 

紅のアンデッド・・・・・・・・・・・・・・・・川瀬 七緒 

カットバック・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

流れの勘蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

黙過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下村 敦史 

麦の滴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・千野 隆司 

北前船始末・・・・・・・・・・・・・・・・・・築 山 桂 

禁書売り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

ペインレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・天童 荒太 

砂の家・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

京都感傷旅行・・・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

バルス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・楡 周 平 

三千円の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・原田 ひ香 

５時過ぎランチ・・・・・・・・・・・・・・・・羽田 圭介 

パーフェクトワールド・・・・・・・・・・・・・馳 星 周 

あの夏二人のルカ・・・・・・・・・・・・・・・誉田 哲也 

傍流の記者・・・・・・・・・・・・・・・・・・本城 雅人 

向こう側のヨーコ・・・・・・・・・・・・・・真梨 幸子 

ウェンディのあやまち・・・・・・・・・・・・美輪 和音 

あやかし草子・・・・・・・・・・・・・・・・宮部みゆき 

鳩の血・・・・・・・・・・・・・・・・・・・矢月 秀作 

つながりの蔵・・・・・・・・・・・・・・・・椰月美智子 

バッグをザックに持ち替えて・・・・・・・・・唯 川 恵 

おとなの発達障害かもしれない・・・・・・・・森島 明子 

ばーちゃんがゴリラになっちゃった・・・・・・青山ゆずこ 

 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

Ｑ＆Ａはじめようシカの資源利用・・・・・・・丹治 藤治 

まな板いらずの絶品レシピ・・・・・・・・・・金丸絵里加 

伝えていきたいわが家の保存食レシピ・・・・・石原 洋子 

ハーバリウムづくりの教科書・・・・・・・・・平山 りえ 

煌めくハーバリウム・・・・・・・・・・・・・日本文芸社 

かぎ針で編む編み込み模様のサマーバッグ・アップルミンツ 

カンタンかぎ針編み毎日使いのかわいいポーチ３０ 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アップルミンツ 

アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門・西脇 俊二 

発達障害かもうちの子って・・・・・・・・・・遠藤 雄策 

マンガでわかるもしかしてアスペルガー・・・・司馬理英子 

発達障害を生きる・・・・・・・・ＮＨＫスペシャル取材班 

６月の休館日 ４日、１８日、２５日（毎週月曜日） 

         

 

★臨時開館のお知らせ★ 

◎６月１１日（月） 

午前９時３０分 

     ～午後６時まで 

臨時開館をします。どうぞご利

用ください。 

★えほんのじかんのお知らせ★ 

◎日 時 ６月９日（土）午前１１時～ 

◎場 所 興部町立図書館１階児童コーナー 

◎内 容  絵本の読み聞かせ 

      ちょこっとタイム 

●テーマ「うみのなかま」 

６月はまんぼうをつくります。<+ ))><< 

 

★ＤＶＤ増えました★ 

町内の方よりＤＶＤの寄贈があ

り主に洋画が増えました。貸出

はできませんが館内で個人視聴

のみのご利用が可能です。希望

する方はカウンターでお申込み

下さい。 

 



平成 30年度「おこっぺ長寿大学」学生募集 
「豊かに生きる」をテーマに、仲間づくり・趣味・挑戦を続ける学生を募集します。 
■内 容  ①一般教養（各種講演会、体育活動など） 

       ②バス遠足  ③紋別地区交流会 

       ④クラブ活動（ダンス、絵てがみ、書道、コーラス、カラオケ） 

■学生資格  町内に在住する60歳以上の方 

■実施期間  平成30年5月～平成31年2月 

■経 費  1人 2,000円（年間） 

       ※その他、活動内容により実費負担を伴う場合があります。 

■送 迎  市街地区以外の方々には送迎車（無料）を運行する予定です。 

■問合せ  教育委員会 社会教育係 ℡ 82-2552 

              

中川カズコン＆坂口サトちゃん Duoコンサート ♪ 

■内 容   国内外で演奏、指導活動をされているピアニスト中川和子氏（小樽市出身）と、札幌交響楽団で 

首席奏者を務めるファゴット奏者坂口聡氏（函館市出身）によるデュオコンサートを実施します。 

       時間に余裕がありましたら是非、足をお運びください。 

■日 時  6月8日（金） 開場：17時30分 開演：19時～ 

■場 所  音楽屋びーとる 

■定 員  30名限定 

■料 金  1,500円（ドリンク・ケーキ付） 

■問合せ  音楽屋びーとる ℡ 0158-82-3554 

              

平成 30年度 興部町文化連盟表彰 
興部町文化連盟では、5月２１日（月）の総会の席上において、興部町文化連盟表彰として4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。 

  
 
 大井 守さん  （興部カラオケ同好会） 
   
 山根 敏美さん （興部三弦愛好会） 
 
 高田 操さん  （興部ドゥリーム・コール） 
 
山前 いつ子さん（興部ドゥリーム・コール） 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 編集後記 
 今月は米田御殿と郷土資料館の一般開放があります。米田御殿一般開放の最終日にはお茶会もあります

ので、皆さん是非お越しください。今年は興部町130周年という節目の年でもあるので、この機会に私

自身も興部の文化や歴史を改めて学んでみようかなと思います！         中田 

 

 

 

             中田 

 

 
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   メールアドレス okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp 


