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  毎年 開催している科学教室です。友だちをさそって、みんなで楽しい実験をしてみませんか？ 

 実験内容は当日のお楽しみ！小中学校の先生が実験をしてくれます。 

 科学に関する図書コーナーや「べっこうあめづくり」コーナーもありますよ！ 

 たくさんの参加をお待ちしています！！ 

 

 ■日 時  2 月16 日（土） 10：00～11：30 ごろ 

 ■場 所  興部町中央公民館 講堂 

 ■対 象  町内の中学3 年生以下（低学年・幼児は保護者が同伴してください） 

 ■持ち物  筆記用具・ふくろ（実験でつくったものを入れます） 

 ■送 迎  沙留公民館前 出発９：３０ 到着１２：００頃 

 ■申込み  2 月13 日（水）までに下記へ申込み願います。 

 ■申込先  興部町教育委員会 社会教育係 ℡ 82―2552  ※沙留公民館でも受け付けます  

  

 昨年の実験：「人工いくらをつくろう」「大気圧で空き缶をつぶそう」 

「もしもし風船電話で話してみよう」「風船スライムをつくろう」 

 

平成 30年度 成人大学講座特別講演会終了しました！ 

  

■12 月15 日（土）「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」 

と題して、㈱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 

さんの講演会を開催しました。参加者は高校生を含め町内外から約100 名。 

小樽市出身の伊藤さんは、高校時代に小樽運河の存続運動に取り組む大人たちの姿に感 

銘した経験や、演劇活動の延長でプロダクションを設立し、東京の芸能関係者らと交流 

する過程で、北海道の自然や食の良さを再認識した経験などを語ってくださいました。 

所属タレントのチームナックスの話など芸能関係の話題にも触れ、予定時間を越えての 

講演会となりました。「興部もいろいろな可能性がある。面白いと思えることを自分たち 

でまず楽しむことが、まちづくりにつながる」という伊藤さんの話を聞いて、参加者は 

さまざまな「気づき」や「学び」を得たようです。 

 

★社会教育係は、町民の皆さんの「学び」をサポートします。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

“マナビィ” 

 

事業報告 

サイエンスフェスティバルのご案内 おもしろ体験教室 

第3弾！ 

（昨年の「人工いくらづくり」の様子） 

今年は何をやる

のかな？ 

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（個人）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 

 

おこっぺ町民ギャラリー募集 

 
 

 



 スキーバッジテスト「級別テスト講習検定会」及び、「ジュニアテスト講習検定会」のお知らせ 

 

●級別テスト講習検定会 

 ・日 時 2 月16 日（土） 講習    13 時30 分 

       2 月17 日（日） 講習検定   9 時30 分 

●ジュニアテスト講習検定会 

 ・日 時 2 月23 日（土） 講習   13 時30 分 

       2 月24 日（日） 講習検定   9 時30 分 

●会 場 興部町営スキー場 

●受 付 当日スキー場ヒュッテ内 

●問 合 せ 興部町スキー協会事務局 對馬（℡82-2552） 

※詳細につきましては、町営スキー場に掲示いたします。 

練習時間団体名 練習日時 練習場所

興部町剣道少年団

1年生
～

高校生
毎週 月・水・木曜日

18：00
～

21：00
興部町総合センター

PR
現在17名の団員で楽しく剣道をやっています。
皆さんも剣道をやってみませんか。

興部中学校スキー授業

興部小学校スキー授業

行事内容
共栄小学校スキー授業

2月13日・15日 13時10分 ～ 14時45分 沢木小学校スキー授業 予備日

●町営スキー場行事予定

2月5日 13時 ～ 14時50分 興部高校スキー授業 予備日
2月8日 10時35分 ～ 12時

2月8日・12日・14日 13時25分 ～ 14時40分

沙留小学校スキー授業（15日は予備日）

2月1日

2月5日・6日・7日・12日・13日・15日

2月5日・8日・12日・13日・15日

9時35分 ～ 11時25分

9時 ～ 10時45分
10時40分 ～ 11時半

日　　時

2月5日 9時 ～ 12時 幼児運動体験教室

日　　時 行事内容
2月17日 9時半 ～ 12時 FCルゴーサ
2月21日 9時 ～ 12時 ノルディックウォーキング教室

9時 ～ 12時 スポーツ縁日2月14日 16時 ～ 18時 FCルゴーサ

2月16日 9時 ～ 17時 バドミントン教室

2月23日

●トレーニングセンター行事予定
日　　時 行事内容

2月2日 9時半 ～ 12時 FCルゴーサ

 

 

※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。 

●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 

 

スポーツ情報  

体育施設の行事予定（2 月） 

スキー協会からのお知らせ 

スポーツ少年団の紹介 



 

 
まきば号 ２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 
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 
１４日・２８日（木） 

１５：４０～ 

 

 

 

２月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

死ぬこと以外かすり傷・・・・・・・・・・・・・箕輪 厚介 

オウム死刑囚魂の遍歴・・・・・・・・・・・・・門田 隆将 

ブラタモリ・・・・・・・・・・・・・・・ブラタモリ制作班 

フェイクニュースを科学する・・・・・・・・・・笹原 和俊 

学校の当たり前をやめた・・・・・・・・・・・・工藤 勇一 

魔女のシークレットガーデン・・・・・・・・・・飯島都陽子 

珠玉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・彩瀬 まる 

平場の月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝倉かすみ 

コヨーテの翼・・・・・・・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

麒麟児・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・冲 方 丁 

帰去来・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大沢 在昌 

この地上において私たちを満足させるもの・・・・乙川優三郎 

残心・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鏑 木 蓮 

光まで5分・・・・・・・・・・・・・・・・・・桜木 紫乃 

あなたの愛人の名前は・・・・・・・・・・・・・島本 理生 

テレビ探偵・・・・・・・・・・・・・・・・・・小路 幸也 

悲願花・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下村 敦史 

姫君の賦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・玉岡かおる 

神のダイズを見上げて・・・・・・・・・・・・・知念実希人 

ピーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

カムパネルラ版銀河鉄道の夜・・・・・・・・・・長野まゆみ 

私に付け足されるもの・・・・・・・・・・・・・長 嶋 有 

平戸から来た男・・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

ゴールデン街コーリング・・・・・・・・・・・・馳 星 周 

フランス座・・・・・・・・・・・・・・・・ビートたけし 

作りかけの明日・・・・・・・・・・・・・・・三崎 亜記 

本と鍵の季節・・・・・・・・・・・・・・・・米澤 穂積 

駄目な世代・・・・・・・・・・・・・・・・・酒井 順子 

われは歌えどもやぶれかぶれ・・・・・・・・・椎 名 誠 

立ち直る力・・・・・・・・・・・・・・・・・辻 仁 成 

未だ行ならず・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

夜は短し歩けよ乙女・・・・・・・・・・・・・森見登美彦 

こんな夜更けにバナナかよ・・・・・・・・・・渡辺 一史 

一億総ツッコミ時代・・・・・・・・・・・マキタスポーツ 

下町やぶさか診療所・・・・・・・・・・・・・池 永 陽 

分断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田 秀人 

えびかに合戦・・・・・・・・・・・・・・・・田中 啓文 

鴻池の猫合わせ・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

平太の初恋・・・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

あまり病気をしない暮らし・・・・・・・・・・仲 野 徹 

女性のための検査がわかる本・・・・・・・・・小橋隆一郎 

発達障害の人の片づけスキルを伸ばす本・・・・村上 由美 

快適キッチンのスゴ技・・・・・・・・・・・・タ ス カ ジ 

カミキィの季節のおりがみ・・・・・・・・・・カ ミ キ ィ 

手軽で簡単ハギレで作る革小物・・スタジオクリエイティブ 

縫わずに作るカンタン実用川小物・     〃 

ミシンで作る革の小物とバッグ・・・・・・日本ヴォーグ社 

２月の休館日 4日、11日、18日、25日（毎週月曜日） 

         

 

●えほんのじかんのお知らせ 

◎日時 ２月９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 

    今年のテーマは「うみのいきもの」 

    今月は「くじら」をおりがみで折ります。 

     

 

雑誌「ＭＯＥ」（絵本や絵本作家を紹介している雑誌）が行っている 

「ＭＯＥ」絵本屋さん大賞の入賞作品1位から30位まで展示貸出を行ってい

ます。 

1位はよしたけしんすけさん作の「おしっこちょっぴりもれたろう」でした。 

さすが絵本を紹介する雑誌だけあって入賞作品、どれも楽しく見ることができる

ものばかりです。 



 第3 弾となる、文化団体の紹介をしていきたいと思います。 

興味のある活動がございましたら、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 

エリーゼの会 

 楽譜が読めなくても大丈夫。小さな

お子様から大人の方まで、個人のペー

スに合わせてステップアップしてい

けます。楽しみながらピアノを弾きま

せんか？ 

―― ―― 自宅 

興部社交ダンス 

愛好会 

 高齢化時代を迎えて健康意識が高

まっています。社交ダンスを通じて、

体と心の健康づくりを楽しみながら

はじめてみませんか？ 

毎週木曜日 
18：30～ 

22：00 

中央公民館 

講堂 

春の海の会 

 自然に育まれた日本の楽器から生

まれる音色はまさに自然の姿を映し

出しているといえるでしょう。人がそ

れぞれに自分らしく個性豊かに暮ら

す為にも、学ぶ心は大切です。私たち

は、日本の楽器を通して、集い、文化

を育んでいる会です。「継続は力なり」

です。一緒に生涯学習はじめません

か？ 

毎週月水木 

曜日 
―― 自宅 

 

 

 

 

          今回で文化関係活動団体の紹介も 3 回目となりました。私事ですが、先日お箏に触れる機会

がありました。初めて体験したのですが、とても楽しかったです。日常では味わうことのでき

ない経験というのはとても刺激的です。みなさんも是非この機会に、興味のある団体に足を運

んでみてはいかがでしょうか？                     中田 

 

 

 

編集後記 

文化関係活動団体の紹介 vol.3 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～新年会編～ 

 
 去る1 月11 日（金）、毎年恒例となっている「長寿大学新年会」が開

催されました。午前中は、「ちぎり絵教室」を行い、学生のみなさんは真

剣な眼差しで色紙を選び、個性溢れる作品を作っていました。 

また、午後からは昨年に引き続き、紋別市よりアコーディオン奏者である

添田勝典氏を迎え、「歌声喫茶」と題したミニコンサートを実施しました。

みなさん楽しんでいた様で、笑いのたえない楽しい一日となりました。 

 

 おこっぺ長寿大学では、受講生を募集しております。大学といいまして

も堅苦しい内容のものではございませんので、お気軽にお越しください。

また、見学も可能ですので興味のある方は、下記までご連絡下さい。 

 

■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  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） 

℡  ８２－２５５２    メールアドレス okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp 


