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“マナビィ” 

 

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

興部町郷土資料館収蔵品より 

『噴霧水槽ポンプ消火器
ふ ん む す い そ う ぽ ん ぷ し ょ う か き

』 

今後、不定期ですが郷土資料館に展示されている 

物品を紹介します。 

 

 

 

 

 

  

 

 2 月で終了した『なつかしの映画ポスター展』で 

リクエストの多かったポスターや、未公開ポスター、

さらに『興部映画劇場』で上演されていた歌謡ショー

などの宣伝ポスターを一挙大公開します。 

 ちょっと過激（⁉）なポスターや、色づかいの斬新

なポスターなど、シニアには懐かしく、ヤングには新

鮮な作品が揃っています。 

 この機会をお見逃しなく、お誘い合せのうえご覧く

ださい。 

 

●期 間 / ３月10 日（火）～３月22 日（日） 

      ※休館日は事業カレンダー参照 

●時 間 / ９：３０～１８：００ 

 ●場 所 / 興部町立図書館 1 階和室コーナー 

 ●入館料 / 無 料 

 

 

社会教育委員の活動について 

ただいま社会教育中期計画策定中！ 

社会教育委員には、「社会教育に関する諸計画を企

画・立案する」という職務があります。 

社会教育委員と教育委員会職員で組織する「社会教育

中期計画策定委員会」では、町民の皆さんにご協力いた

だき９月に実施した意識調査アンケート（９月１３日～

９月２７日実施）をもとに、現在、３月の完成を目指し

て「第９次興部町社会教育中期計画（令和２年～６年

度）」を作成しているところです。 

以下は中期計画策定会議の様子と、10 月に選任され 

た社会教育委員の皆さんです。 

HISTORY 

活動報告 特別企画 熱いリクエストに 

お応えして・・・ 

 

なつかしの映画ポスター もろもろ展 

 

昭和中期（1952 年製） 

中に水を入れ、ホースから噴霧状態の水が噴き出

る仕組みになっており、消火器として設置してあり

ました。（これは郵便局に設置されていたものです） 

 

 

チーム 

社会教育委員、 

15 名でがんばっ

ています！ 

活発に意見を

出し合ってい

ます！ 

☘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」「自分の資格を地域で活かしたい」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。下記までお気軽にご

相談ください。 



 

 

トレーニングセンター行事予定 

第40 回協会長杯兼武田杯争奪

バドミントン大会 
3 月 8 日 9 時～17 時 

FC ルゴーサ 親子サッカー 3 月14 日 9 時～13 時 

第37 回戸田杯争奪 

紋別地方卓球大会 
3 月22 日 9 時～17 時 

スキー場からのお知らせ① 

～リフト運行時間変更について～ 

 3 月より町営スキー場のリフト運行時間を下

記の通り変更いたしますので、ご利用の際はご注

意いただきますよう、よろしくお願い致します。 

●リフト運行時間 

 〇月～金曜日 

  ・18 時～21 時（ナイターのみ運行） 

 〇土曜日 

  ・9 時～21 時 

 ※リフト運休時間：12 時～13 時 

          16 時～18 時 

 〇日曜、祝日 

  ・9 時～17 時（リフト運休時間なし） 

 

～3 月 15 日(日)クローズ予定～ 

 今年度の町営スキー場のクローズは 

3 月15 日（日）を予定しておりますが、3 月に

つきましては天候及びゲレンデ状況によりクロ

ーズが早まる場合がありますので、ご了承の程よ

ろしくお願い致します。 

※クローズが早まる場合につきましては、町営ス

キー場ヒュッテ内に掲示してお知らせ致します。 

※問合せにつきましては、右上のスキー場からの

お知らせ②をご覧ください。 

スポーツ情報 
●各種大会や団体で体育施設を利用したい場合には、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致します。 
●問合せ ℡ 82-2552・fax 82-3011 

スキー場からのお知らせ② 

～忘れ物にご注意を！～ 

 町営スキー場に置き忘れているスキー用具等につき

ましては、クローズ予定の3 月15 日（日）までにお

持ち帰りいただきますようよろしくお願い致します。

なお、クローズ後に放置されている場合は処分いたし

ますのでご了承願います。 

●問合せ 

 〇町営スキー場ヒュッテ内事務所（営業期間中） 

  ℡ 82-4000 

 〇教育委員会 社会教育課 体育振興係 

  ℡ 82-2552 

体育施設定期使用について 

 令和 2 年度の体育施設の定期使用について、前年度

の定期使用団体には、郵送にて定期使用に係る承認申

請書を送付致しますが、新規で体育施設を定期使用し

たい方がおりましたら教育委員会 体育振興係までご

連絡ください。 

 なお、使用希望日が重複した場合には、日程調整を

させていただくことがありますのでご理解いただきま

すようよろしくお願い致します。 

●申請期間 3 月2 日（月）～3 月31 日（火） 

●問 合 せ 教育員会 社会教育課 体育振興係 

      ℡ 82-2552 



 

 

  

 

図書館情報 
興部町立図書館（興部町本町） 電話0158-82-4191  

メール okp-library@town.okoppe.lg.jp 

休 館 日：毎週月曜日、祝日 

開館時間：午前9時30分～午後6時 

 

  ★えほんのじかん 
絵本の読み聞かせを行います。絵本が終わった後はちょっとした

工作をします。 

今月のテーマ 「レストランごっこ」 

◎日 時 3月14日（土） 午前11時～12時 

◎場 所 図書館1階児童書コーナー 

5月「ハンバーガー」、6月「コロッケ」、7月「クリームソーダ」、 

8月「オムライス」、9月「おすし」、10月「おでん」、 

11月「ラーメン」、12月「クリスマスチキン」、１月「ピザ」、 

2月「ハンバーグステーキ」を作りました。 

これらのメニューを使ってレストランごっこをして遊びましょう！ 

作品は3月末まで展示します。 

■２月新着本 
◆小説・読み物など◆ 

「コープス・ハント」 下村敦史/著 

「猫君」 畠中恵/著 

「歌舞伎座の怪紳士」 近藤史恵/著 

「清明」 今野敏/著 

「素顔の雅子さま」 つげのり子/著 

「ドミノ in上海」 恩田陸/著 

「坂下あたると、しじょうの宇宙」 町屋良平/著 

「終の盟約」 楡周平/著 

「流浪の月」 凪良ゆう/著  

「嘘と正典」 小川哲/著 

「花嫁は三度ベルを鳴らす」 赤川次郎/著 

◆実用書など◆ 

「60歳からは小さくする暮らし」 藤野嘉子/著 

「からだとこころをととのえる」 田中のり子/著 

「オリンピック競技おもしろ大全」 雑学総研/著 

「しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール」 島袋コウ/著 

◆読書感想文等コンクール入賞者発表 
図書館では各学校に協力してもらい読書感想文コンクールを実施して

います。今年度の入賞者が決まりましたのでお知らせいたします。 

【小学校1年生の部】 

最優秀賞     興部小学校 しばたきよまさ 

      優秀賞     興部小学校 たじましいな 

優秀賞     興部小学校 よしのまなみ 

     佳  作       興部小学校 にしうられい 

     佳  作       沙留小学校 おかむらゆあ 

【小学校2年生の部】 

最優秀賞      沙留小学校 大やいく斗 

        優秀賞    興部小学校 たじまらいお 

           優秀賞    興部小学校 道坂楓 

           優秀賞    興部小学校 林あかり 

          佳  作    沙留小学校 大西来羅 

【小学校３年生の部】 

最優秀賞     興部小学校 近田凛人 

        優秀賞      興部小学校 早坂友樹 

        優秀賞      興部小学校 吉田隆治 

        優秀賞      沙留小学校 仙野利一 

        佳  作      興部小学校 阿部健太朗 

        佳  作     興部小学校 西浦沙耶 

        佳  作    沙留小学校 尾ぜき胡依 

【小学校４年生の部】 

      優秀賞    興部小学校 安斎朱莉 

      優秀賞    興部小学校 内木健生 

      優秀賞    興部小学校 阿部颯太朗 

      佳  作     興部小学校 澤崎莉空 

      佳  作      沙留小学校 佐藤京介 

      佳  作      沙留小学校 吉田凛音 

【小学校５年生の部】 

      優秀賞    興部小学校 中村結雫 

      優秀賞    興部小学校 平澤楓 

      佳  作      興部小学校 坂井真緒 

      佳  作      沙留小学校 松岡天羽 

【小学校6年生の部】 

最優秀賞     沙留小学校 柴田頼人 

         優秀賞     興部小学校 高橋羅耶 

        優秀賞      沙留小学校 大西蕾 

        佳  作        興部小学校 吉水悠也 

        佳  作        沙留小学校 岡村穏空 

【中学生の部】 

           最優秀賞   興部中2年 角谷咲季 

優秀賞   興部中2年 山内悠加 

         優秀賞   興部中1年 南苺花 

         優秀賞   興部中1年 林晴斗 

        佳   作     興部中3年 立花媛春 

        佳   作     興部中3年 中川愛 

        佳   作      興部中1年 尾本悠真 

【高校生の部】 

最優秀賞  1年  小林音歩 

優秀賞  1年  能戸瑞佳 

         優秀賞  1年  竹平梨杏 

        佳  作  1年  上出新悟 

 

★皆さんが本を読んで感動したこと、面白いと思ったことなど素直な気持ち

が書かれており、読書を楽しだことが伝わる作品ばかりでした。 

 

 

 

■今月のおすすめ本 

「ケーキの切れない非行少年たち」 宮口幸治/著 

著者は児童精神科医です。彼が少年院に 

入って来る少年たちと面談する中で感じること 

は認知能力が低いということ。「ケーキを 3等 

分してください」との質問に非行少年の多くは 

切り方が分からなかったり、3等分出来ないと 

いうのです。 

認知に歪みがあるため困りごとをかかえ大人や学校から SOSにも気づ

かれず、適切な支援を受けられず非行にはしってしまう少年が多くいま

す。非行少年の心の中が少し理解でき、支援が必要な子に適切な支援

ができる環境、社会になればいいなと思える本。 

2020年 
  ３月号 
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日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 

休館日（図） 

３ 

 

４ 

まきば号（図） 

・宇津地区 

５ 

まきば号（図） 

・沙留地区 

・沙留保育所 
 

６ 

まきば号（図） 

・幼稚園 

７ 

 

８ ９ 

休館日（図） 

１０ 

まきば号（図） 

・興部保育所 

ポスターもろも

ろ展（社） 

22 日まで 

１１ 

まきば号（図） 

・沙留小学校 

・沙留保育所 

・興部小学校 

・豊野地区 

１２ 

まきば号（図） 

・秋里地区 

・興部保育所 

１３ 

 

１４ 

えほんのじかん

（図） 

 

１５ 

 

１６ 

休館日（図） 

１７ 

まきば号（図） 

・興部保育所 

・興部中学校 

 

１８ 

まきば号（図） 

・興部小学校 

・宇津地区 

１９ 

まきば号（図） 

・沙留地区 

・沙留保育所 

２０ 
休館日（図） 

２１ 

２２ 

ポスターもろ

もろ展（社）

終了 

 

２３ 

休館日（図） 

２４ 

まきば号（図） 

・興部保育所 

２５ 

まきば号（図） 

・宇津地区 

２６ 

まきば号（図） 

・秋里地区 

・興部保育所 

２７ 
 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

休館日（図） 

３１ 

まきば号（図） 

・興部保育所 

《重要》新型コロナウィルス感染予防に伴う対応について 

 町では「新型コロナウィルス感染症」対策の一環として、小

中学校が臨時休校になっていることから、2 月 27 日（木）か

ら3 月4 日（水）までの1 週間、全ての社会教育施設（中央公

民館、沙留公民館、総合センター、図書館）と体育施設（興部

トレセン、沙留トレセン、グリーンハウス、スキー場）の小中

学生の利用を中止しています。 

趣旨をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いします。 

行事の詳細はそれぞれの関連ページをごらんください。なお（ ）内の略称は次の意味です。 

 ≪社→社会教育 / 体→社会体育 / 図→図書館≫ 

※事業が上旬にある場合には、先月号の社会教育情報に掲載しておりますので内容の確認をお願い致します。 

３月 

編集後記 

 社会教育 事業カレンダー 2020 

 長寿大学では、学生を募集しています。一緒に「仲間づくり」・「趣味」・「クラブ活動」を楽しみましょう！ 

■内 容 ①一般教養（各種講演会、軽運動、創作活動等） ②バス遠足（果物狩り等） ③クラブ活動 

■学生資格 町内に在住する60 歳以上の方 

■問 合 せ 教育委員会 社会教育係 ℡：８２－２５５２ 
 

 

令和 2年度「おこっぺ長寿大学」学生募集！ 

 

町民の皆様のご協力のおかげで、今年度の担当事業をすべて終了させることが出来ました。 

ありがとうございました。来年度も一緒に楽しい事業を展開していきましょう！  中田 


