
 去る１月４日（水）、総合センターにおいて「成人式」が挙行され、38名の新成人が新しい門出を迎えました。式

典終了後は、久し振りに会う友達と写真撮影をしたり、会話を楽しんだりと和やかなひとときを過ごしていました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   町民憲章朗唱 内堀実亜人さん   誓いのことば 小野航輝さん・池田穂乃花さん     答辞 吉野靖子さん 

【おこっぺスタイル ま・な・ぶ 事務局～ 

道庁女性支援室『北の★女性からのメッセージ』事業 HPに掲載されました☆】 
 昨年１０月、北海道（道庁）道民生活課女性支援室 活躍推進グループより取材いただいた記事が、下記の HP、
FB ページにて１月２７日より掲載されました。北海道が、地域や職場、家庭など様々な場面で、すべての女性が多
様な選択のもとに生き生きと活躍し、個性や能力が十分に発揮される社会を目指すなか、これに関連して、道内各地
で活動されている女性の様々な取組を、ロールモデル（目指したいと思うモデル）として、ホームページ等で紹介す
る「北の★女性からのメッセージ」事業に紹介いただいたものです。 
 取材の様子は、【北海道 北の女性★元気・活躍・応援サイト】にて紹介いただいています。 
年齢、仕事、職種、既婚、未婚など、社会的な立場の垣根なく、多種多様な生き方の素敵な女性がたくさん紹介され
ています。ぜひご覧下さい☆ 
  
●北海道 北の女性★元気・活躍・応援サイト 
ホームページ http://www.l-north.jp/katsuyaku/message/ 
Facebook   https://www.facebook.com/groups/998064940258291/ 
また おこっぺスタイル ま・な・ぶ Facebookページ、HPでもご報告しますので、ぜひご覧ください♪ 
●Facebookページ 
https://www.facebook.com/okoppe.style.manabu.2015/ 
●おこっぺスタイル ま・な・ぶ ホームページ 
http://ameblo.jp/okoppestylemanabu/ 
※２月の ま・な・ぶ はお休みします。 
◆３月は 映画『地球が教室』上映会 第３弾！を予定しています。 
詳細はFBページ、HPまたは事務局にお問合せください。 
おこっぺスタイル ま・な・ぶ  
  藤田（82-3869/090-8371-7983）または山根（090-7517-7919）高田（090-2878-3786） 
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成人式が行われました 事業報告 

『道民カレッジ』受講者募集 
 「学びたいという意思」を唯一の入学資格とする生涯学習の学園です。誰でもいつでも入学できます。道内のい

ろいろな場所で開催されている講座に参加できます。自分で学びたい講座を選び、自分を高めるとともに、地域な

どで生かすことができます。詳細は以下ホームページをご覧願います。 

 ■内  容  ほっかいどう学、外国語会話、パソコン講座、ガーデニング、健康スポーツなど 

 ■学習方法  講習、講演、ビデオ視聴等 

 ■主  催  北海道教育委員会 

 ■問 合 せ  道民カレッジ事務局 電話011-2０４-５７８０ 

        ホームページ https://manabi.pref.hokkaido.jp/college/ 

        

 

http://www.l-north.jp/katsuyaku/message/
https://www.facebook.com/groups/998064940258291/
https://www.facebook.com/okoppe.style.manabu.2015/
http://ameblo.jp/okoppestylemanabu/


●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。
申込・お問い合わせは、興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡82-2552／Fax82-3011まで

体育施設の行事予定（２月）

スキー協会からのお知らせ
☆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 平成２９年２月１８日（土） 講習 １３時３０分より
平成２９年２月１９日（日） 講習検定 ９時３０分より

■ジュニアテスト講習検定会

●日時 平成２９年２月２５日（土） 講習 １３時３０分より
平成２９年２月２６日（日） 講習検定 ９時３０分より

■会場：興部町営スキー場 ■受付：当日スキー場ヒュッテ内
■問い合わせ先：興部町スキー協会事務局 對馬まで（℡８２－２５５２／興部町教育委員会）

※詳細につきましては、町営スキー場に掲示いたします。

雪におおわれた興部公園周辺をスノーシュー（かんじき）を履いて散策してみませんか？

森林浴はストレスの解消だけでなく、免疫機能がアップし、がん予防などにも効果があるとされています。

冬の森ならではの発見や、森で暮らしている動物たちとの出会いもあるかも？
詳しくは別刷チラシをご覧になり、雪国ならではの体験にぜひご家族でご参加ください♪

●日 時 平成２９年２月２５日（土） 午前８：４０ 興部町中央公民館集合
※沙留地区からの参加者につきましては、中央公民館まで送迎を致しますので、

申込時にお知らせ頂き、８：３０までに沙留公民館まで集合してください。

●参加料 無 料
●参加対象 興部町民（小学生以上）

※小学校１・２年生につきましては保護者同伴でご参加ください）

●申込受付 ２月１日（水）～２月２２日（水）
●定 員 ２０名（定員になり次第受付を終了いたします）

●持ち物 長靴、防寒着、飲み物、タオル、ストック等

●協 力 オホーツク総合振興局 西部森林室
●お問合先 興部町教育委員会 体育振興係 ℡82-2552／Fax82-3011

『スノートレッキング』参加者募集のお知らせ

※スキー場の行事予定につきまして、上記の時間帯につきましては一般の方も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ご協力の程、宜しくお願い致します。

2月3日（金） 9:00～12:00

日　　　時

10:15～11:352月1,2,7～9日

●町営スキー場行事予定
行事内容

13:40～15:052月1日（水）

2月1,7,10,17日 9:00～10:45

興部小学校スキー授業

興部中学校スキー授業

　　〃　　スキー大会

沙留小学校スキー授業

行事内容

2月9,16,21,28日 13:00～14:35

沙留中学校スキー授業

沢木小学校スキー授業

2月2日（木）

2月3,9日 13:00～14:30

13:00～15:10 興部高等学校スキー授業

2月1日（水） 13:00～14:35 共栄小学校スキー授業

日　　　時

●トレーニングセンター行事予定
日　　　時

2月7日（火）

2月4,11,18,25日（土）

2月4,5,11,12,18,19,25,26日 バドミントンクラブ練習

FCルゴーサ興部サッカー練習

ノルディックウォーキング教室

行事内容

9:00～16:00

9:00～12:00

9:00～12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まきば号 ２月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ２日・１６日（木） 宇津地区 １日・１５日（水） 秋里地区 ９日・２３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 
３日・１７日（金） 

 １３：４５～ 
豊野地区 ８日・２２日（水） 

興 部 保 育 所 
９日・２３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 
１０日・２４日（金） 

１５：３０～ 

★ケント先生のえほんのじかん★のお知らせ 

（今月はケント先生による英語での読み聞かせです）      

 ●日時 2月18日（土） 午後 2時～午後3時 

 ●内容 絵本の読み聞かせ（英語） 

    「くまさんくまさんなにみてるの？」ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ作 

「Brown Bear，Brown Bear，What Do You See？」 

    ちょこっとタイムではおえかきをします。 

    どの色を使って、何を描こうかな～？？ 

      

 

２月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

嫌われる勇気・・・・・・・・・・・・・・・・・岸見 一郎 

スマホの5分で人生は変わる・・・・・・・・・・小山 竜央 

仕事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・川村 元気 

一〇〇万回言っても、言い足りないけど・・・・・竹田 裕子 

ただいるだけで・・・・・・・・・・・・・・・・相田みつを 

ザ・ビートルズ神話・・・・・・・・・・・・・・日経ＢＰ社 

再発！それでもわたしは山に登る・・・・・・・・田部井淳子 

シルバー川柳・・・・・・・・・・・全国有料老人ホーム協会 

三毛猫ホームズの証言台・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

家康 自立篇・・・・・・・・・・・・・・・・・安部龍太郎 

ありふれたチョコレート・・・・・・・・・・・・秋川 滝美 

走狗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤 

がん消滅の罠・・・・・・・・・・・・・・・・・岩木 一麻 

八月は冷たい城・・・・・・・・・・・・・・・・恩 田 陸 

七月に流れる花・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

屋根をかける人・・・・・・・・・・・・・・・・門井 慶喜 

クラウドガール・・・・・・・・・・・・・・・・金原ひとみ 

バードドッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・木内 一裕 

サーベル警視庁・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

屋根を渡る風・・・・・・・・・・・・・・・・・笹本 稜平 

春に散る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・沢木耕太郎 

さまよえる古道具屋の物語・・・・・・・・・・・柴田よしき 

美しい国への旅・・・・・・・・・・・・・・・・田中 慎弥 

時が見下ろす町・・・・・・・・・・・・・・・・長岡 弘樹 

二つの首相暗殺計画・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

幻庵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・百田 尚樹 

カブールの園・・・・・・・・・・・・・・・・宮内 悠介 

ネコと昼寝・・・・・・・・・・・・・・・・・群 ようこ 

カズサビーチ・・・・・・・・・・・・・・・・山本 一力 

私をくいとめて・・・・・・・・・・・・・・・綿矢 りさ 

山猫珈琲・・・・・・・・・・・・・・・・・・湊 かなえ 

暮らしをつくる ものづくり作家に学ぶこれからの生き方 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・甲斐かおり 

秘蔵写真で見る若き日の今上天皇・・・・・・・ビジネス社 

ママたちが非常事態！？・・・・・ＮＨＫスペシャル取材班 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

脳梗塞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡 田 靖 

薪ストーブと暮らす・・・・・・・・・・・・・地 球 丸 

ねこだらけ刺しゅう３８０・・・・・・・・アップルミンツ 

忙しいママでもできる簡単ちょいデコごはん＆お弁当 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村 陽子 

暮らし上手の肉料理・・・・・・・・・・・・・枻 出 版 社 

図解実家の空き家問題をズバリ解決する本・・・牧野 知弘 

プロが教える現場で役立つ手書きＰＯＰ・・さとだてゆめこ 

ステップアップ北の家庭菜園・・・・・・・・・有村 利治 

6ヶ月で行政書士・・・・・・・・・・・・・・福澤 繁樹 

3ヶ月でＦＰ2級・・・・・・・・フォーサイト教材作成室 

6ヶ月で社労士・・・・・・・・・・・・・・・加藤 光大 

3ヶ月で宅建・・・・・・・・・・・・・・・・窪田 善幸 

２月休館日  6日、13日、20日、27日（毎週月曜日）、11日（建国記念の日） 

 

♥Mini オンナ展♥（協力：マキオバラオさん） 

●期間 2月14日（火）～3月5日（日） 

●場所 図書館１階 

 2月はバレンタインデー、3月はひな祭りと女の子にとって

うきうきする月であります。そこで女性が主人公やテーマとな

った本の展示を行います。ただし、今回はかわいらしい女の子

がテーマではなく女のドロドロした部分や怖さ、過去がある女

性がテーマの本を展示します。あわせてミニタイルに様々な女

性の顔が描かれた絵を展示しますので展示物もお楽しみいた

だけると思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●興部弓道会新春百射大会 
 開催日：平成29年1月１5日(日) 
会 場：総合センター内 弓道場 
 

   優 勝  佐々木 信 夫  四段  
   準優勝  岡 崎 敏 栄  五段 
   ３ 位  中 島 幸 雄  四段 
   ４ 位  岩 田 優 樹  初段 
   ５ 位  佐 藤 幸 次  参段 
   金的賞  岩 田 優 樹  
        伊 藤 紗理菜 

（弓道会員募集しています！！） 

興部弓道会 ～新春百射大会成績～ 

子ども会事業「ギネスに挑戦」 

１月7日（土）に興部町農業者トレーニングセンターにおいて、「おこっぺ版ギネスに挑戦」が開催されました。

今年のギネス記録更新はありませんでしたが、参加者全員、記録更新に向け一生懸命でした。終了後には、皆でゲ

ームをして楽しい時間を過ごしました。 

結果の詳細については、下記のとおりとなりました。 
 
■カンピューター   

優勝 岩田 柚子奈さん（興部小4年生）        4回 
 

■飛べ！紙ヒコーキ 「ギネス記録 24.66ｍ」 

小学生部門 優勝 橋場 蒼汰さん（興部小4年生） 20.72ｍ  

幼児部門  優勝 近藤  有さん（5歳）      6.22m 
 
■UFO（長ぐつ飛ばし）「ギネス記録 22.88ｍ」  

小学生部門 優勝  坂東 拓実さん（興部小6年生） 17.78ｍ 

幼児部門  優勝 笹岡 凌介さん（5歳）       7.80m 
 
■おこっぺタワー（空き缶積み）「ギネス記録 17本」 

 小学生部門  優勝 笹岡 雄太さん（興部小6年生）   11本 

幼児部門  優勝 笹岡 凌介さん（5歳）          6本 
 
■ニアピン大将 「ギネス記録  5ｃｍ」  

優勝  橋場 蒼汰さん（興部小4年生）        0.57m 
 
■ネズミの宅急便（雑巾がけ） 「ギネス記録 9.15秒」 ※幼児部門は小学生部門の半分の距離で実施 

小学生部門 優勝  岩田 柚子奈さん（興部小4年生） 12.45秒 

幼児部門  優勝 笹岡 凌介さん（5歳）       18.19秒 

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 

事業報告 

         1月にはあいすパラダイス、興部町子ど  

        も会育成連絡協議会主催事業「冬を思いっ

きり楽しもう！」がありました。どちらも冬ならではの企画

など楽しい内容となっております！ 

 あいすパラダイスでは他市町村の子どもとの交流、子ども

会の宿泊研修では他学年との交流ができますので来年の皆さ

んの参加をお待ちしています！！ 

                     成田 

編集後記 

 

日本習字 新春書初め展示会のお知らせ 

 日本習字興部支部では、幼児から中学生までの15名による書初め展示会を下記の通り開催しておりますので、

皆様のご来場をお待ちしております。 

■開催日：平成29年1月6日（金）～ 2月28日（火） 

■会 場：沙留公民館ロビー 

■出品者 

     神野 虎大（幼児）        松本 梨来（沙小1年）      佐藤 純也（沙小1年） 

     安斎 朱莉（興小1年）    菅原 望央（興小1年）      神野 優奈（沙小2年） 

     笹岡 真夢（沙小2年）       小野 豪留（沙小2年）    岡村 穏空（沙小3年） 

     岩渕 来美（沙小5年）       内藤 真生（沙小5年）    森山 心結（沙小5年） 

          岡村 真歩（沙小6年）       岡村 真奈（沙中2年） 

     佐藤 大志（雄武町沢木小3年） 

【日本習字興部支部 岡村 真理】 


