
平成31 年１月４日（金）、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10 年４月２日から平成11 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 10 日（月）までに下

記宛申込み願います。 

■日 時 平成31 年１月４日（金）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  

℡ 82‐2552 
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 ♦平成30年度 成人大学講座 特別講演会♦ 

 『プロデュースを通して次世代に伝えたい 

地域の魅力と可能性』 
 北海道が生んだ大スター大泉洋らTEAM NACS が所属する芸能プロダクション社長 伊藤亜由美さんの 

講演会です。本講座では、プロデューサーとして、無名だったTEAMNACS をどのようにして育て上げたのか。 

また、北海道の持つ魅力や可能性について、プロデューサー目線でお話していただきます。もしかして、芸能 

界の裏話が聞けるかもしれません。師走の忙しい時期での開催になりますが、貴重なこの機会を逃すことなく 

ぜひご参加ください。 

  ■講 師  (株)クリエイティブオフィスキュー代表取締役・プロデューサー 伊藤亜由美氏 

 ■日 時  平成30 年12 月15 日（土） 午後3 時～午後４時30 分 

  ■会 場  興部町中央公民館講堂（仲町） 

  ■その他  入場無料（町民以外の方も参加可能です） 

        座席数確認のため、12 月14 日（金）までに下記までお申し込みください。 

        興部町教育委員会 社会教育係 ℡ 82‐2552 

         ※会場が2 階になりますので、車椅子の方は申込時にお知らせください。 

         ※本講座は道民カレッジ連携講座です。道民カレッジ受講生は、手帳を持参してください。 

         ※当日は書籍等の有償販売を予定しています。 

 

「コロッケコンサート inおこっぺ」  ～ものまねタレント・コロッケ氏がやってくる～ 
来たる平成31 年3 月18 日（月）、午後7 時開演予定で「コロッケコンサート in おこっぺ」を開催いた 

します。詳細は社会教育情報1 月号にてお知らせしますので、今しばらくお待ち願います。 

■日 時  平成31 年3 月18 日（月） 午後6 時30 分開場 午後7 時開演 

■会 場  開基百年記念・興部町総合センター 

■内 容  コロッケ氏による、ものまねエンターテイメント 

■主 催  オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会 

■問い合せ 同事務局（興部町教育委員会社会教育課内）82-2552  

“マナビィ” 

 

♦１月 4日（金） 興部町成人式♦ 

  

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） 

元気になる話、ぜひ聴

きに来てください！ 

 



FCルゴーサ興部
興部町スポーツ少年団スポーツ大会

●トレーニングセンター行事予定
日　　時 行事内容

12月1日 9時 ～ 12時

12月9日 9時 ～ 12時

練習時間

毎週 月曜日
17；00

～
19：30

団体名 練習日時 練習場所

興部町
バドミントンクラブ

小学生 興小体育館

PR
毎週楽しくバドミントンをやっています。
気軽にご参加ください。

 

 スポーツ情報 

トレーニングセンター・グリーンハウス 
～年末年始休刊日のお知らせ～ 

年末年始休刊日：12 月 31 日（月）～ 1 月 5 日（土） 

 平成28 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3 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31 年１月9・10・11 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／２5 年度生まれ）～小学１年生まで ２０名程度  
●申込期間 12 月3 日（月）～ 12 月28 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） スポーツ少年団の紹介 

●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。 
問い合わせは社会教育課 体育振興係  
℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１まで 

 

町営スキー場 無料リフト券の申込について 



 

 
まきば号 １２月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １３日・２７日（木） 宇津地区 １２日・２６日（水） 秋里地区 ６日・２０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 ７日（金） 

  １３：４５～ 
豊野地区 ５日・１９日（水） 

興 部 保 育 所 
６日・２０（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（木） 

１５：４０～ 

 

 

 

１２月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

少年と罪・・・・・・・・・・・・・・・・・中日新聞社会部 

山口組と日本・・・・・・・・・・・・・・・・・宮 崎 学 

意外と知らないお酒の科学・・・・・・・・・・・斉藤 勝裕 

ムンクへの招待・・・・・・・・・・・・・・・朝日新聞出版 

まめねこ８・・・・・・・・・・・・・・・・・・ね こ ま き 

司馬遼太郎と明治・・・・・・・・・・・・・・朝日新聞出版 

宮部みゆき全一冊・・・・・・・・・・・・・・・宮部みゆき 

血の雫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相場 英雄 

ラストラン・・・・・・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

家康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安部龍太郎 

哲司あんたのような人間を世の中ではクズと呼ぶんやで・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石田 香織 

フーガはユーガ・・・・・・・・・・・・・・・・伊坂幸太郎 

二十五年後の読書・・・・・・・・・・・・・・・乙川優三郎 

無事に返してほしければ・・・・・・・・・・・・白川 三兎 

ヘブン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新野 剛志 

こちら横浜港湾局みなと振興課です・・・・・・・真保 裕一 

１４歳明日の時間割・・・・・・・・・・・・・・鈴木るりか 

さよなら田中さん・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

戒名探偵卒塔婆くん・・・・・・・・・・・・・・高 殿 円 

東京輪舞（ロンド）・・・・・・・・・・・・・・月村 了衛 

不意撃ち・・・・・・・・・・・・・・・・・・・辻 原 登 

白いジオラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

ダンデライオン・・・・・・・・・・・・・・・・中田 永一 

 

黄泉坂案内人・・・・・・・・・・・・・・・・仁木 英之 

築地の門出・・・・・・・・・・・・・・・・・原 宏 一 

料理人の光・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・辺 見 庸 

私はあなたの瞳の林檎・・・・・・・・・・・・舞城王太郎 

野の春・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮 本 輝 

エリザベスの友達・・・・・・・・・・・・・・村田喜代子 

雨上がりの川・・・・・・・・・・・・・・・・森沢 明夫 

先生ちょっと人生相談いいですか・・・・・・・瀬戸内寂聴 

猫がいなけりゃ息もできない・・・・・・・・・村山 由佳 

はつ恋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

ＡＩｖｓ．教科書が読めない子どもたち・・・・新井 紀子 

売国議員・・・・・・・・・・・・カミカゼじゃあのＷＷＷ 

先生親がボケたみたいなんですけど・・・・・・和田 秀樹 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

刺しゅう糸で作るミニチュアレストラン・・アップルミンツ 

かわいいかぎ針編み子供のアニマル帽子＆冬こもの・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アップルミンツ 

生の魚じゃこうはいかにゃいシリーズ２・・オレンジページ 

ほぼ１０分でトロッとなる煮込みです・・・・・牛尾 理恵 

やみつき小鍋・・・・・・・・・・・・・・・・大友 育美 

収納上手のインテリアかご・・・・・・・・・・成美堂出版 

発達障害がよくわかる本・・・・・・・・・・・本田 秀夫 

ジビエ解体料理の教科書・・・・・・・日本ジビエ振興協会 

12月の休館日 3日、10日、17日、24日（毎週月曜日）23日（天皇誕生日）、31日～1月 5日（年末年始休館日） 

         

 

●クリスマス会のお知らせ 

◎日時 １２月８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 

    「きんのおのぎんのおの」ペープサート 

    「トナカイのサンタさん」ペットボトルシアター他 

 

★図書宅配サービスを利用してみませんか？★ 

 図書館では来館が困難な方に「図書宅配サービス」を実施しています。図

書館まで足を運ぶことなく読みたい本が自宅で受け取ることができます。利

用できる方として来館が困難な事が条件です。例えば 

●高齢者の方 ●障害で来館が困難な方 などです。 

ご希望される方又はご不明な点は図書館までご連絡ください。 

図書館～８２－４１９１ 

 



 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。 

※紙面の都合により掲載できない場合もありますがご了承ください。 

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。 

■問 合 せ 教育委員会 社会教育係 ℡ ８２－２５５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 PR 活動日 活動時間 活動場所 

英会話スクール 

Ever Green 

 興部町のAETを中心に楽しい

英会話を行っています。お気軽に

異文化交流しませんか？ 

毎週木曜日 
19:00～    

21:00 

中央公民館 

託児室 

ヘルスアップ 

ヨガカンパニー 

 老若男女、誰もが行える健康法

としてのヨガ。一週間の疲れを取

り、癒しの時間を与えてくれます

よ。 

毎週金曜日 
19:00～

21:30 

中央公民館 

和室 

おこっぺ 

ヨガサークル 

 気持ちよく、体の伸びを感じる

ヨガをやっています。初心者でも

経験者でも気軽にご参加くださ

い。 

毎週月曜日 
18:00～

22:00 

総合センター 

研修室 

興部カラオケ同好会 

 唄好きな老若男女が、心の安ら

ぎと唄で楽しんでみては如何で

すか？ 

毎週水曜日 
18:00～

21:00 

中央公民館 

ステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          今月は、「町民チャリティー演芸会」が開催されます。様々な団体の方々が参加されますので、 

         お時間のある方は、是非足をお運びください。最後には、お楽しみ抽選会もあります！ 

さて、今年も残すところあと 1 ヶ月となりました。先月から雪も降り始め、気温も低くなってきておりますが、

寒さに負けず、元気よく、生涯学習を楽しみましょう！生涯学習に関する窓口も開設しておりますので、皆様お気

軽に教育委員会（中央公民館内）へお越しください。                 中田 

 

編集後記 

社会教育施設 年末年始の休館 
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（月）～１月５日（土）  

■総合センター               １２月３１日（月）～１月５日（土）※1 月4 日（金）は成人式 

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

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

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

      

 

文化関係活動団体の紹介 

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 教育委員会 社会教育係 ℡ 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） 

 

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


