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“マナビィ” 

 

図書館で DVDを見ることができます！！ 
 図書館の視聴覚コーナーで図書館所蔵のDVDを見ることができます。 
 洋画、邦画、アニメ、教養 など話題になったDVDを各種取り揃えてお
ります。 
 貸出はしておらず、館内での個人視聴のみですがどうぞご利用下さい。 
 

映画 「マーリー」「スタンド・バイ・ミー」など 
アニメ「ワンピース」「トムとジェリーの大冒険」など 
教養 恐竜、昆虫など 

 

平成 29年度 公民館・総合センター「定期使用団体の受付」について 
 年間（平成29年4月1日～平成30年3月31日）を通して、定期的に使用を希望する団体の受付を
行います。下記の通り申込み願います。 
 
■申 請 書  新規 … 中央公民館と沙留公民館で随時配布 

        更新 … 現在の使用団体代表者に送付致します。 
■受  付  3月17日（金）まで 

  中央公民館 又は 沙留公民館 に提出してください。 
■決  定  使用団体が決まり次第、代表者に通知いたします。 
■問 合 せ  興部町教育委員会 社会教育係（℡82－2552） 

 

参加募集 おこっぺスタイル ま・な・ぶ ３月号 

 
 毎回参加者がきめたテーマ（まなぶ編・つくる編・つたえる編）について、学んだり・作ったり・伝え合ったり
といったことをしています。ゆるゆると楽しみながら、一緒に学び合い、人から人へ知恵や思いを伝え合い、受け
取るそんな会です。参加したい回だけの参加も、時々の参加も自由です。 

 

｢つたえる編｣～愛あるご飯作りVol４～お母さんのやさしい味おはぎ作りを覚えましょう♪ 
 昨年３月号・９月号・１０月号おこっぺスタイルま・な・ぶで町内在住の方から教わった“あの人の美味しいご
飯“｢おはぎ｣を一緒に作ってみませんか？教わっておきたい、子供たちに伝えていきたいやさしい味♪小豆を炊く
ところから教わります。しあわせな食卓のヒント～たくさん見つけましょう！ 
◎日時   ３月３日（金） １０：００～１３：３０ （調理後ランチ会となります） 

 ◎場所   緑ヶ丘 藤田宅 
 ◎講師   元おこっぺ町在住の近藤幸子さま （2016.３・９・１０月号講師） 
※持ち物 お申込の際、詳細お伝えします。当日材料費を集めます 

 

｢つたえる編｣～『いのちのまつり地球が教室』映画上映会です。 
〝誰もがかけがえのない存在”であることを、私たち大人はどんなふうに子供たちに伝えていけばいいでしょうか？ 
絵本『いのちのまつり』（小学校道徳副読本・生活科教科書に採用）の著者草場一壽氏が自ら制作・監修した６名の 
出演者によるインタビュー形式のドキュメンタリー映画です。地域や家庭でいのちの大切さを伝える手助けになれ 
ばとの願いを込めて制作されています。これからの時代を生きていく上での人間力とは・子育ての中心軸は、家族 
って・人って・親になるって・・・・。今いちばん伝えたいメッセージがたくさん詰まっています。 
札幌市内の小中学校でもこの映画を使った｢いのちの授業｣が開かれており、お子さん自身が観ても、理解できる内 
容です。今いる場所から見える景色が変わってくる、自分自身の感度が変わる。素晴らしい映画です。春は新しい 
門出の季節。映画からのエッセンスを受け取って、新しい季節を迎えましょう♪どなたでも参加できます。ぜひご 
ゆっくりご覧下さい。 
☆小さなお子様連れの方もお気軽に参加ください 
☆お子様だけでの参加もしていただけます（小学生以上） 
◎日 時  平成２９年３月２７日（月） 昼の部：１３：００～ 夜の部：１９：００～（上映時間約60分） 
◎場 所  興部中学校 会議室 
◎入場料  無料 
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） 

 



シナプソロジーで皆さんの脳を活性化させてみませんか？ 2つのことを同時に行う、左右で違う動きをする

と言った五感を使ったプログラムで心も身体も元気はつらつ！

●開催日時 平成２９年３月２１日（火）18：30～20：00

●開催場所 興部町中央公民館 講堂

●参加料 無料

●申込受付 ３月１日（水）～３月１６日（木）まで
●申込問合せ先 興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係（℡８２－２５５２）
※詳しい内容につきましては別刷りチラシをご覧ください。

スキー場からのお知らせ

◎スキー場に関してのお問い合わせ先
興部町教育委員会 体育振興係 ℡８２－２５５２
町営スキー場ヒュッテ内事務所 ℡８２－４０００

体育施設の行事予定（３月）

●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

シナプソロジー教室のお知らせ

日　　　時

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定
行事内容

3月14日（火） 興部町長杯ＧＢ大会8:30～12:00

●町営スキー場行事予定
日　　　時 行事内容

3月13日（月） 18:30～20:30 酒井拓也氏　スキー講習会

●トレーニングセンター行事予定

第34回戸田杯争奪紋別地方卓球大会

日　　　時

3月5日（日） 9:00～17:00

3月26日（日） 9:00～17:00

第37回協会長杯兼武田杯争奪バドミントン大会

行事内容

FCルゴーサ親子サッカー13:00～17:003月11,12日（土、日）

4,12,18,25日
4,11,12,18,19,25日

9:00～16:00

9:00～12:00

FCルゴーササッカー練習

バドミントンクラブ練習



★☆★☆第３回興部町読書感想文等コンクール入賞者発表★☆★☆ 

【小学校低学年の部】       【小学校中学年の部】       【小学校高学年の部】       【中学生の部】 

★優秀賞 興部小2年 岡崎楓  ★優秀賞 沙留小4年 長澤駿仁  ★優秀賞 沙留小6年 大西悠来  ★優秀賞 興部中2年 山根梨瑚 

  興部小2年 平澤楓       興部小4年 岩田柚子奈      沙留小6年 岡村真歩       興部中1年 土田生朱愛 

     興部小2年 藤田宥佑      興部小4年 太田健登       興部小6年 横山沙那  ★入選  沙留中2年 草野龍翔 

★入選  興部小2年 桑辺謙信 ★入選  興部小3年 斉藤凛空  ★入選  興部小6年 中川愛        興部中1年 小泉乃々香 

 興部小2年 中村結雫      興部小3年 森田紗矢       興部小6年 長岡美海       興部中3年 渋谷舞 

     興部小2年 小林慈輝      沙留小4年 阿部光希       沙留小5年 岩渕来美  ★奨励賞 沙留中2年 橋本子龍 

     興部小2年 熊谷陽雅      沙留小4年 小泉早良       沙留小6年 森山大輝       興部中1年 米田さくら 

     沙留小1年 佐藤京介      沙留小4年 池田衣愛       沙留小6年 鈴木菜月                 

★奨励賞 興部小１年 遠藤玉響 ★奨励賞 沙留小3年 岡村穏空  ★奨励賞 興部小5年 平澤走    【高校生の部】  

興部小１年 片岡陽輝      興部小4年 岡崎瑞希       興部小5年 角谷咲季  ★優秀賞 興部高1年 碇谷響 

興部小2年 田中美羽      興部小4年 高橋青大       興部小6年 佐藤夢希  ★入選  興部高1年 野月夕楠 

沙留小1年 松本梨来      興部小4年 浜田結芽       沙留小5年 山内悠加       興部高1年 都築壮也 

沙留小2年 松岡天羽      興部小4年 大井環        沙留小5年 内木璃乃       興部高1年 岩田大輝 

                                                       興部高1年 佐々木優衣 

                                                       興部高1年 杉森愛永 

                                                  ★奨励賞 興部高1年 藤原もえ 

                                                       興部高1年 久保田楓音 

                                                       興部高1年 池川碧 

 読書感想文コンクールを各学校の協力のもと実施しまし

た。どの作品も素晴らしく審査が難しかったですが上記の

児童生徒の作品が入賞致しました。 

 

まきば号 ３月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 2日・16日・30日（木） 宇津地区 1日・15日・29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～ 

 

 

３月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

おかんメール ６・・・・・・・・・・・・・・・・扶 桑 社 

報じられなかったパナマ文書の内幕・・・・・シッラ・アレッチ 

困ったときはトイレにかけこめ・・・・・・・・・星 一 郎 

ギリシア人の物語 ２・・・・・・・・・・・・・塩野 七生 

天皇にとっての退位とは何か・・・・・・・・・・本郷 和人 

私なりに絶景・・・・・・・・・・・・・・・・・宮田 珠己 

電通事件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北 健 一 

おしゃべりな足指・・・・・・・・・・・・・・小山内美智子 

ふたりのねこ・・・・・・・・・・・・・・・・ヒグチユウコ 

えんとつ町のプルぺ・・・・・・・・・・・・にしのあきひろ 

いつか伝えられるなら・・・・・・・・・・・・・鉄   拳 

高倉健の背中・・・・・・・・・・・・・・・・・大下 英治 

石原慎太郎への弔辞・・・・・・・・・・・・・・佐 高 信 

泥棒たちのレッドカーペット・・・・・・・・・・赤川 次郎 

招待状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  〃 

狩人の悪夢・・・・・・・・・・・・・・・・・・有栖川有栖 

銀の猫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝井まかて 

サイレンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉理香子 

向こうがわの蜂・・・・・・・・・・・・・・・・池 永 陽 

東京クルージング・・・・・・・・・・・・・・・伊集院 静 

雪つもりし朝・・・・・・・・・・・・・・・・・植松三十里 

不時着する流星たち・・・・・・・・・・・・・・小川 洋子 

失われた地図・・・・・・・・・・・・・・・・・恩 田 陸 

テロリストの処方・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

白い衝動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・呉 勝 浩 

春雷道中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

声なき蝉・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

罪の声・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塩田 武士 

無貌の神・・・・・・・・・・・・・・・・・・恒川光太郎 

柳生三代の鬼謀・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

錯迷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堂場 瞬一 

本を守ろうとする猫の話・・・・・・・・・・・夏川 草介 

琴電殺人事件・・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

墨龍賦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

そういう生き物・・・・・・・・・・・・・・・春見 朔子 

暗幕のゲルニカ・・・・・・・・・・・・・・・原田 マハ 

桜風堂ものがたり・・・・・・・・・・・・・・村山 早紀 

ついに、来た？・・・・・・・・・・・・・・・群 ようこ 

しんせかい・・・・・・・・・・・・・・・・・山下 澄人 

山猫珈琲 下・・・・・・・・・・・・・・・・湊 かなえ 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

ベジヌードル・・・・・・・・・・・・・・・・村山由紀子 

鹿肉を楽しむ・・・・・・・・・・・・・・・・林 真 理 

作りおきでおいしいお弁当のおかず・・・・・ブティック社 

野菜でお花を作りましょう・・・・・・・・・・か も み ん 

暮らし上手のお裁縫・・・・・・・・・・・・・枻 出 版 社 

カンタン！かぎ針編み大好き！ネコこもの・アップルミンツ 

カンタン！かぎ針編み子どもが喜ぶキッズバッグ・ 〃 

認知症かなと思ったらすぐ読む本・・・・・・・朝 田 陸 

ウメハンドブック・・・・・・・・・・・・・・大坪 孝之 

昆虫の擬態・・・・・・・・・・・・・・・・・海野 和男 

レゴレシピ・・・・・・・・・・・ウォーレン・エルスモア 

 

3月の休館日 6日・13日・20日・27日 

（毎週月曜日） 



 「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/ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

興部ドゥリーム・コールからのお知らせ 

            紋別「雪の夜のつどい」で歌います♪ 

   3月4日（土）に紋別市民会館大ホール（紋別市）にて開催される「第60回記念 雪の夜のつどい」に 

興部ドゥリーム・コールが出演します。 

 また、特別出演として北海道大学合唱団が参加します。フィナーレには総勢150人による「365日の紙飛行機」

「ヘンデル作曲 ハレルヤ」を合同合唱にて披露いたします。 

 皆さまのご来場お待ちしています。 

 

■開催日 平成29年3月4日（土） 開場 17：30  開演 18：00 

■会  場 紋別市民会館大ホール 

■入場料 500円（中学生以上） 

■出演団体 興部ドゥリーム・コール/合唱団コーロ・マーレ/紋別混声合唱団/紋別音知クラブ 

            上渚滑スマイルハーモニー/紋別ギタークラブ/紋別高校吹奏楽部/紋別吹奏楽団 

■特別出演 北海道大学合唱団 

■主 催 第60回記念雪の夜のつどい実行委員会 

■協 賛 認定NPO法人紋別文化連盟・紋別合唱連盟 

■後 援 紋別市・紋別市教育委員会 

※3月4日（土）が悪天候の場合は、3月18日（土）に順延して実施いたします。 

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    

 去る２月１０日（金）、「おこっぺ長寿大学学生思い出の写真展」を実施しました。各学生に、昔の写真や思い

出の写真を持ち寄って頂き、それをプロジェクターで投影しながらインタビューするといった内容です。赤ちゃ

んの時の写真、ご両親との写真、高校生の時の写真、お孫さんとのツーショット、昔の恋人とのツーショット・・・

どの学生の写真も思い出がいっぱい詰まっている様子が手に取るようにわかりました。個人的には、男子学生の

20代のころの写真、皆さん若々しく、カッコいい姿でした。大切な写真を持ち寄って頂き、そして感動と笑い、

ありがとうございました。 

 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。また、見学も可能ですので興味ある方は下記宛ご連絡願います。 

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」～特別発表会編～ 

 

『道民カレッジ』受講者募集 

        2月には教育委員会主催の「おもしろ科学教室～サイエンスフェスティバル～」や、紋別市にて 

       流氷遠足が開催されました。 

サイエンスフェスティバルでは、液体窒素を使った実験や、はねないピンポン球など、他にも様々な実験を体験して

いただきました。来年の皆さんの参加をお待ちしています！！               成田 


