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 平成 29年度 成人大学講座終了しました！   
  ■2 月3 日（土）「ぶれない『自分軸』を作るコーチング」と題して、㈱ゆめかな 

 代表取締役 石川尚子さんの講演会を開催しました。参加者は高校生を含め 

 ３５名。講演のなかで隣の人と交流したり、講師の話を聞いてさまざまな「気づ 

 き」や「学び」を得たようです。２時間があっという間に過ぎた講演会でした。 

 ＜参加者の感想より＞ 

 「ぶれていた自分が今、何をしたいのか、何ができるか、ということを考えていこうと思いました。」 

 

 ■2 月10 日（土）は実技講習でした。遠軽町ヒンメリの会アウリンコより2 名 

 の講師に来ていただき、遠軽町産麦わらを使用した、フィンランドの伝統装飾 

『ヒンメリ』を作りました。講座のはじめに、ヒンメリの歴史や講師の町づくり 

 に対する思いなどの説明を受けました。参加者16 名は基本の形を学習したあと、 

 さまざまなデザインにチャレンジし、美しい幾何学体を作っていました。講師か 

 ら「みなさん初めてなのに、短時間で高度な作品を完成させて驚きました。」と 

 お褒めのことばをいただきました。 

  ★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。（担当：遠藤）  

“マナビィ” 

平成 30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30 年4 月1 日～平成31 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16 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） 

 

「砦 TORIDE」公演のお知らせ 

～その夫婦は誰よりも故郷を愛していた、故郷で老いることが幸せだと思っていた～ 

  出演：村井國夫、藤田弓子、原口健太郎、浅井伸治、滝沢花野 

■と  き 3 月20 日（火） 開場18 時30 分 開演19 時00 分 

■と こ ろ 開基百年記念・興部町総合センター 
■料  金 前売一般2,000 円／高校生以下1,000 円（何れも当日券は500 円増し） 
      ※未就学児の入場はご遠慮下さい。 

■チケット取扱所 興部町中央公民館、沙留出張所、興部町文化連盟所属団体、農協青年部、商工青年部、音楽屋びーとる 
■内  容 「日本は戦争に負けた、それを思えばこれくらいの犠牲がなんです」 
      ダム建設予定地の住民に投げ掛けた職員の言葉に一人の男が立ち上がった。 
      犠牲となるのは戸数21 戸の小さな集落。男はダム建設予定地に砦を立て、アヒルや牛も反対闘争に参  
      加させた。機動隊に糞尿を撒き散らし、果ては水中乱闘事件までに発展してゆく。闘い続けた男と、 
      それを見守る女。故郷を愛した夫婦の物語！ 
■主  催 文化庁、公益社団法人日本劇団協議会 
■制作協力 興部町教育委員会  
■協  力 興部町文化連盟、オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会 
■問 合 せ 興部町教育委員会社会教育課 ℡82-2552 
 

 
事業報告 



3月24日 9時30分～11時30分 野球教室

3月25日 8時～１７時
第35回戸田杯争奪
紋別地方卓球大会

3月10日 9時30分～11時30分 野球教室
3月15日 16時～19時 サッカー（FCルゴーサ興部）

3月17日
9時30分～11時30分

13時～17時
野球教室

サッカー（FCルゴーサ興部）

3月3日 9時30分～11時30分 野球教室

3月4日 8時30分～16時45分
第38回協会長杯兼武田杯

争奪バドミントン大会

3月8日
16時～19時
19時～22時

サッカー（FCルゴーサ興部）

ソフトバレー

●トレーニングセンター行事予定
日　　時 行事内容

16時～19時 サッカー（FCルゴーサ興部）
3月1日

19時～22時 ソフトバレー

日　　　時 行事内容
●町営スキー場行事予定

3月12日 18時30分～20時30分
酒井 拓也 氏
スキー講習会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ情報 
体育施設の行事予定（3 月） 

※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。 

スキー場からのお知らせ 

リフト運行時間変更のお知らせ 

 今年も、3 月より町営スキー場のリフト運行時間を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 

 ○月～金曜日   18 時～21 時（ナイターのみの運行となります） 

 ○土曜日    9 時～21 時（リフト運休時間12 時～13 時/16 時～18 時） 

 ○日・祝日     9 時～17 時（リフト運休時間なし） 

3 月 11 日（日）リフト無料開放！！ 

 今年は、3 月11 日（日）にリフト無料開放を行います。ゲレンデコンディションの良いうちに今シーズンの町営ス

キー場ゲレンデをお楽しみください！ 

3 月 21 日（水・祝）クローズ予定 
 今年のクローズは3 月21 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。 

（スキー場に掲示してお知らせします） 

忘れ物にご注意を！ 
 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、3 月21 日（水）（クローズ予定）までにお持ち帰りいただ

きますようお願いします。なお、期日が過ぎても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 

 ○教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡82-2552 

 ○町営スキー場ヒュッテ内事務所   ℡82-4000 

●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。 
問合せ：教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡ 82-2552／Fax 82-3011 まで 



 

まきば号 ３月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ８日・２２日（木） 宇津地区 7 日（水） 秋里地区 1 日・15 日・29 日（木） 

旭町  小学校 

汐見町 海水浴場 

旭町  沙留公民館 

西町  中学校 

緑町  対馬宅 

１３：１０～ 

１３：５０～ 

１４：２０～ 

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 
2 日・16 日（金） 

１３：４５～ 
豊野地区 14 日・28 日（水） 

興 部 保 育 所 
1 日・15 日・29 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 
9 日・23 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 

ダーリンの東京散歩・・・・・・・・・・・・・・小栗左多里 

新しき村の百年・・・・・・・・・・・・・・・・前田 速夫 

知っているようで知らない日本語のルール・・・・佐々木瑞枝 

大人の言葉えらびが使える順でかんたんに身につく本・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田 裕子 

感情バカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和田 秀樹 

それでも人を信じた猫・・・・・・・・・・・・・咲 セ リ 

くちなし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・彩瀬 まる 

百年泥・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井 遊佳 

海馬の尻尾・・・・・・・・・・・・・・・・・・荻 原 浩 

口笛の上手な白雪姫・・・・・・・・・・・・・・小川 洋子 

春待ち雑貨店ぷらんたん・・・・・・・・・・・・岡崎 琢麿 

モモコとうさぎ・・・・・・・・・・・・・・・・大島真寿美 

雪子さんの足音・・・・・・・・・・・・・・・・木村 紅美 

路上のＸ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・桐野 夏生 

ヒトごろし・・・・・・・・・・・・・・・・・・京極 夏彦 

棲月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

正宗遺訓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

瓢箪から駒・・・・・・・・・・・・・・・・・・千野 隆司 

護られなかった者たちへ・・・・・・・・・・・・中山 七里 

編集長の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・長崎 尚志 

夜更けの川に落葉は流れて・・・・・・・・・・・西村 賢太 

掟上今日子の色見本・・・・・・・・・・・・・・西尾 維新 

広島電鉄殺人事件・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

蒼き山嶺・・・・・・・・・・・・・・・・・・馳 星 周 

九十八歳になった私・・・・・・・・・・・・・橋 本 治 

玄鳥さりて・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

焰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・星野 智幸 

ご用命とあらばゆりかごからお墓まで・・・・・真梨 幸子 

愛が挟み撃ち・・・・・・・・・・・・・・・・前田 司郎 

刑事の怒り・・・・・・・・・・・・・・・・・薬 丸 岳 

オンナの奥義・・・・・・・・・・・・・・・・阿川佐和子 

ペコロスの母の忘れもの・・・・・・・・・・・岡野 雄一 

地図で楽しむすごい北海道・・・・・・・・都道府県研究会 

おいしい北海道・・・・・・・・・・・・・・・すずきもも 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

認知症になった家族との暮らしかた・・・・・・・ナツメ社 

老後と介護を劇的に変える食事術・・・・・・・川口美喜子 

ヒンメリ・・・・・・・・・・・・・・・・おおくぼともこ 

たのしい手づくり子そだて・・・・・・・・・・良原 リエ 

腰ほぐしで腰の痛みがとれる・・・・・・・・・黒 澤 尚 

基本の洋食・・・・・・・・・・・・・・・・・主婦の友社 

ちょこっと下ごしらえで夜ラク絶品ごはん・・・舘野 鏡子 

暮らしのおへそ・・・・・・・・・・・・・・主婦と生活社 

小屋入門２・・・・・・・・・・・・・・・・・地 球 丸 

サボテン全書・・・・・・・・・・・・・・グラフィック社 

３月の休館日 ５日、１２日、１９日、２６日（毎週月曜日）２１日（春分の日） 

         

 

★えほんのじかんのお知らせ★ 

◎日 時  3月 10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 

      テーマ「どうぶつえん」 

毎月第 2土曜日に開催しています。 

３月は今まで作ってきた動物たちで 

動物園を完成させましょう！！ 

5月「ぺんぎん」 

6月「ぞう」 

8月「きりん」 

9月「ぱんだ」 

11月「らいおん」 

1月「さる」 

2月「うさぎ」 

を作ってきました。 

★興部高校作品展示★第 2弾 

興部高校国語科授業の作品展です。今回

のテーマは「百人一首」。3年生が私が選ぶ

一首として選んだ札の解釈などを書いた

資料を展示しています。高校生の授業を垣

間見れる作品展となっておりますので是

非見にきてください。あわせて百人一首関

連の本も展示しております。 

◎3月25日（水）まで展示 

 



 「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 ℡ 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3 日（土）に紋別市民会館小ホール（紋別市）にて開催される「第61 回雪の夜のつどい」に 

興部ドゥリーム・コールが出演します。 

 皆さまのご来場お待ちしています。 

 

■開 催 日 3 月3 日（土） 開場 17：30  開演 18：00 

■会  場 紋別市民会館小ホール 

■入 場 料 500 円（中学生以上） 

■出演団体 興部ドゥリーム・コール/紋別女声コーラス海音/紋別混声合唱団  

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

■主 催 認定NPO 法人紋別文化連盟 

■主 管 雪の夜のつどい実行委員会 

■後 援 紋別市教育委員会 

■問 合 せ 興部ドゥリーム・コール 蘇武（℡ 0158-82-2295） 

                   久積（℡ 0158-82-4077） 

※3 月3 日（土）が悪天候の場合は、3 月17 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９日（金）、紋別市より山崎 貞氏をお招きし、うどん打ち講習会を実

施しました。 

 講師によるデモンストレーションからはじまり、小麦粉と食塩水を混ぜ合わせ

「こねる」作業、麺棒を使い「のばす」作業、家庭にある包丁を使って「切る」

作業、最後に「つゆ」の作り方を学び、実際に学生の皆さんがうどん打ちを体験

しました。小麦粉は特別に讃岐から取り寄せたものを使ったため、普段皆さんが

使っている小麦粉とは違いましたが、最後は全員でうどんを美味しく頂き、「家

庭でも簡単にできるうどんの打ち方」を学ぶことができました。 

 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） 

                       ℡ ８２－２５５２ 近藤 

 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～家庭で簡単！お手軽うどん打ち講習会編～ 

 

『道民カレッジ』受講者募集 

         2 月もあっという間に終わり今年度もあと1 ヶ月になりました。最近は天気も安定せず気温も低 

       かったりと体調を崩しやすくなると思いますので皆様も体調管理には気を付けてお過ごしください。 

                                                 成田 


