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“マナビィ” 

 

7/26(火)～7/28(木)『わんぱく村』参加者募集 

  「わんぱく村」も今年で 30 回目となりました。２泊３日の日程で興部の豊かな自然をフィールドに体

験活動を行います。今年も“ひととのつながり”をテーマに、数々の困難を仲間とともに乗り越えて、感

動のフィナーレを迎えることが出来るようなプログラムを展開していきたいと思っています。 

みなさんの参加を心よりお待ちしております。 

 
保護者の皆様へ 

～自然体験学習では、自ら学び考えることで、自主性や協調性を身につけることができます～ 
 

■日 時  ７月 26日（火）～7月 28日（木）の２泊３日 

   ■場 所  町内 ※プログラムにより移動あり 

   ■対 象  町内の小学３～６年生  定員４０名 

   ■参加料  ３，５００円 

   ■内 容  野外炊飯、自然体験、海水浴など 

   ■問合せ  教育委員会 社会教育係 成田 ℡８２－２５５２  

※申し込み方法・その他詳細につきましては、小学校を通してチラシを配布しております。 

7/22（金) 「ホタルを見に行こう！」参加者募集  

  興部町子ども会育成連絡協議会主催事業「ホタルを見に行こう！」を開催いたします。 

  夏の夜空に舞うホタルを見に行きませんか？ 

親子参加大歓迎です。多数の参加をお待ちしております。 

 

■日 時  7月 22日（金） 18：00 ～ 

■場 所  滝上町ホタル放流地区 

■対 象  町内の小学生、就学前の子ども及び保護者 25名程度 

        （小学 2 年生以下は保護者同伴とします） 

   ■参加料  無料 

■問合せ  興部町子ども会育成連絡協議会事務局 成田 ℡８２－２５５２（教育委員会内） 

       ※申込み方法、その他詳細につきましては、後日、学校等を通してチラシを配布いたします。 

来たる 9 月 18 日（日）、13 時 30分開演の予定で、オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会（実

行委員長：山田尚儀）主催による「タカトシ寄席 in おこっぺ」が開催されます。タカトシを筆頭に、よ

しもと芸人が興部町に集結します。漫才を中心としたお笑いライブ、乞うご期待！ 

なお、現在その他の出演者を調整中のため、チケット販売などの詳細は、後日チラシ等によりお知ら

せいたします。 

■問合せ  オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会事務局 近藤 ℡82－２５５２（教育委員会

内） 

9/18（日） タカトシが興部町にやってくる！ 



                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    
  

                    
 

  
            

 
  
 

                          

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

  
 

        
  

                



 

 
まきば号 ７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） 

西町  中学校 

旭町  小学校 

汐見町 海水浴場 

旭町  沙留公民館 

海運町 岡崎宅 

西町  中学校 

緑町  対馬宅 

１２：５０～ 

１３：１０～ 

１３：５０～ 

１４：２０～ 

１４：５０～ 

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～ 

１５：３５～ 

      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 
1 日・15 日・29 日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

万引き老人・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊東 ゆう 

へんてこりんな植物・・・・・・・・パイインターナショナル 

決戦！川中島・・・・・・・・・・・・・・・・・冲 方 丁 

人間消失殺人事件・・・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

半席・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青山 文平 

残り者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝井まかて 

少女奇譚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝倉かすみ 

スイム！スイム！スイム！・・・・・・・・・・・五十嵐貴久 

法廷外弁護士・相楽圭・・・・・・・・・・・・・石川 智健 

横浜１９６３・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤 

牛姫の嫁入り・・・・・・・・・・・・・・・・・大山 淳子 

総選挙ホテル・・・・・・・・・・・・・・・・・桂 望 実 

炎罪・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鏑 木 蓮 

ポーラスター ゲバラ覚醒・・・・・・・・・・・海 堂 尊 

マル暴総督・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

自首・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小杉 健治 

蜃気楼の犬・・・・・・・・・・・・・・・・・・呉 勝 浩 

寄残花恋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

死の舞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

大岸壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笹本 稜平 

難民調査官・・・・・・・・・・・・・・・・・・下村 敦史 

主夫のトモロー・・・・・・・・・・・・・・・・朱川 湊人 

竜と流木・・・・・・・・・・・・・・・・・・・篠田 節子 

遊園地に行こう！・・・・・・・・・・・・・・・真保 裕一 

疾れ、新蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・志水 辰夫 

半減期を祝って・・・・・・・・・・・・・・・・津島 佑子 

虹のふもと・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

赤い刻印・・・・・・・・・・・・・・・・・・長岡 弘樹 

どこかでベートーヴェン・・・・・・・・・・・中山 七里 

三の隣りは五号室・・・・・・・・・・・・・・長 嶋 有 

高山本線の昼と夜・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

さよならクリームソーダ・・・・・・・・・・・額 賀 澪 

神奈備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・馳 星 周 

罪の終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・東山 彰良 

縁は異なもの・・・・・・・・・・・・・・・・松井今朝子 

ポイズンドーター・ホーリーマザー・・・・・・湊 かなえ 

涼やかに静かに殺せ・・・・・・・・・・・・・森村 誠一 

代体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山田 宗樹 

わたしの容れもの・・・・・・・・・・・・・・角田 光代 

佐藤愛子の役に立たない人生相談・・・・・・・佐藤 愛子 

老いも病も受け入れよう・・・・・・・・・・・瀬戸内寂聴 

 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

フランス人は 10着しか服を持たない ２・・・ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･ｽｺｯﾄ 

はじめてのかぎ針編み・・・・・・・・・・アップルミンツ 

お絵かきビーズステッチ・・・・・・・・・・・木村まり江 

ハンドメイドのリング・・・・・・・・・・・・坂本 あや 

ディスニーツムツムフェルトマスコット・・・・佐々木公子 

きょうのごはん・・・・・・・・・・・・・・・野口 真紀 

下味おかずの作りおき・・・・・・・・・・・・橋本加名子 

すぐに使える！土・肥料・鉢・・・・・・・・・ＮＨＫ出版 

塗るだけおすだけ北欧テイストの雑貨づくり・・・ﾌﾞﾃｨｯｸ社 

クラフトバンドで作るカンタン！ミニチュアハウス 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アップルミンツ 

★たなばた会のお知らせ★ 

・日時 ７月９日（土）午前 11時～12時 

・場所 図書館１階児童コーナー 

・対象 幼児から小学 3年生くらい 

・内容 絵本の読み聞かせ、ペープサート 

    短冊、たなばた飾り作り 

    ジェフ先生も参加するよ！ 

＊毎月第 2土曜日の「えほんのじかん」の拡大版です。 

＊次回は 8月 13日（土）予定 

 

 

７月の休館日 ４日、１１日、１８日、２５日 

（毎週月曜日） 

◎資料展示のお知らせ◎ 

リオデジャネイロオリンピックが８月に開催され

ますのでオリンピック関連の資料の展示をしま

す。過去のオリンピック写真や日本選手の活躍を

資料で振り返ってみませんか？ 

●期 間 ７月１５日（金） 

～８月１４日（日） 

●場 所 図書館 1階  

協力：道立図書館 

https://azukichi.net/season/month/july0005.html
https://azukichi.net/season/month/july0005.html


         今月はわんぱく村やホタル見学会などがあります。わんぱく村やホタル見学会の時に
は天気がいいことを祈るばかりです。僕も小学校の頃にわんぱく村に参加したことがあ
って、まさか自分が担当することになるとは思っていませんでした。わんぱく村の計画
を立てていると懐かしいと思うことばかりです。参加してくれる子どもたちが楽しかっ
たと思ってもらえるように精一杯頑張りますのでたくさん 

の参加をお待ちしています！！また、ホタル見学会につきましては、僕自身ホタルをみたことがないので、 
とても楽しみにしています。親子参加大歓迎なので是非一緒にホタルを見に行きましょう！！ 
最後になりますが、７月に入り気温も上がってくると熱中症などにもなりますので体調管理に気を付けて 

お過ごしください。                             成田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７月～８月は、子どもたちの生活リズムの向上を目的とした「早寝早起き朝ごはん」運動啓発強化期間です。

夏休み中は生活リズムが乱れがちです。子どもたちの健全育成を図る道民運動として、家庭や学校・地域におい
て、「早寝早起き朝ごはん」運動に積極的に取り組みましょう。 
【関連ホームページ】 
（１）北海道教育委員会ホームページ「早寝早起き朝ごはん」運動のページ 

  http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/undou/haynehayaoki.htm 
  ・「早寝早起き朝ごはん」運動・生活リズムチェックシートの取組の紹介など 

（２）文部科学省ホームページ「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進について 
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/asagohan/ 

（３）「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 
  http://www.hayanehayaoki.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

編集後記 

成 績 

「豊かに生きる」をテーマに平成 2８年度の長寿大学が開講されまし

た。当日は在校生と新入生あわせて３８名が参加し、約 20 回を予定し

ている今年度の計画を話し合いました。 

 開講式後は、旭川市からお越しいただいた、マジシャンの「ミスター

西垣」氏による、マジック＆トークで大いに盛り上がり、「1 万円札製造」

の場面では、学生も手伝って「偽札？」を製造していました。 

 来年 2 月まで各種講演会や紋別地区交流会など、約 20 回のプログラ

ムが予定されています。入学希望は随時受け付けておりますので、興味

ある方おりましたら下記宛ご連絡願います。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。見学も可能です。 

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 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～開講式・講演会編～ 

 

１．応募期間                                     ３．募集作品   
   平成２8年８月 31 日（水）まで                   写真エッセイ・小説・評論・ルポ・童話・エッセイ 
   （郵送の場合は、当日の消印のものまで有効）    詩・短歌・川柳・俳句・その他 
２．刊行日                                       ４．文芸オホーツク賞/佳作賞 

平成 28年 10月 20日（木）＜予定＞       優秀作品に対して賞を贈ります。 
                                                     選考委員会・・・平成２8 年１１月中旬 

                          授賞式・・・平成２8 年 11月 26 日（土） 
※詳細につきましては下記宛連絡願います。 
問合せ 〒094-0005 

    紋別市幸町 3 丁目 2-26「茶豆館」内   「文芸オホーツク」編集委員会 
    TEL：0158-23-6081    FAX ：0158-23-6070     メール ：office@monbunren.com 
 

成 績 

文芸オホーツク ～あなたの作品をお寄せください～ 

北海道教育委員会より～「早寝早起き朝ごはん」運動の啓発強化期

間について 

 


