
平成 30年度「おこっぺ長寿大学」学生募集！ 

「豊かに生きる」をテーマに、仲間づくり・趣味・挑戦を続ける学生を募集します。 

■内 容  ①一般教養（各種講演会、体育活動など） 

       ②バス遠足  ③紋別地区交流会 

       ④クラブ活動（ダンス、絵てがみ、書道、コーラス、カラオケ） 

■学生資格  町内に在住する60 歳以上の方 

■実施期間  平成30 年5 月～平成31 年2 月 

■経 費  1 人 2,000 円（年間） 

       ※その他、活動内容により実費負担を伴う場合があります。 

■送 迎  市街地区以外の方々には送迎車（無料）を運行する予定です。 

■問 合 せ  教育委員会 社会教育係 ℡ 82-2552 

              前年度受講生には4 月下旬をめどに直接申込書を送付いたします。 

 皆さんの作品をロビーに展示してみませんか？ 

 当教育委員会では、町民の皆さんの作品を展示していただけるよう、公民館（興部町中央公民館・沙留公民館） 

のロビーを開放しています。 

 詳細につきましては、教育委員会にお尋ね下さい。 

 ■対 象  興部町民（個人、団体は問いません） 

 ■展示期間  1 団体概ね2 週間程度 

 ■対象作品  写真、絵画、工芸品等 

 ■使 用 料  無料 

 ■問 合 せ  教育委員会 社会教育係 

        ℡ 82-2552 
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“マナビィ” 

 

教育委員会では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」「趣味ができる施設を探している」「自分の資

格を地域で活かしたい」「まちづくりに対する指導者を探してほしい」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。お気軽にご相談ください。 

 

■問 合 せ  教育委員会 社会教育課まで、℡ 82-2552 

又は直接（中央公民館内）お越しください。 

 

「おこっぺ町民ギャラリー」募集 ～作品をロビーに展示してみませんか？～ 

図書館で DVDを見ることができます！！ ～DVDの数が増えました～ 

 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。 

 

「シン・ゴジラ」 「アン・フェア the end」 

「SP 革命編」  「ナルニア国物語」 ほか 近年公開の作品が多数！ 
  子供向けの作品もあります！！ 

 

楽しい行事がたくさん！ 

試験なんてありません。 

 

 



ス ポー ツ 情 報 

 
 

 
基礎スキー級別テスト・ジュニアテスト合格者のお知らせ 

 2 月 18 日に行われました基礎スキー級別テスト、及び 2 月 25 日に行われた基礎スキージュニアテストの合格者に

ついてお知らせいたします。今後も技術を磨いて目指すは全日本？それともオリンピック？ 

 

【級別テスト合格者】 

 1 級：橋場 蒼汰・横内 愛美 

 2 級：坂井 真緒・田仲 瑚々奈・佐々木 瞳衣・田島 愛紗・大原 朋華 

 3 級：西村 珠実・田中 麻美・田中 翔介 

 

【ジュニアテスト合格者】 

 １級：橋場 ななみ・田仲 桃奈・田中 美羽 

 ２級：菅原 望央・佐藤 譲・西村 珠実・田中 翔介・田岡 陸都・片川 煌盛 

 ３級：阿部 健太朗・西村 咲穂・西村 和奏・田中 美紗・工藤 美紗希・三宅 海斗 

 町営スキー場クローズのお知らせ 
 ３月２１日（水・祝）をもちまして、今シーズンの町営スキー場の営業を終了いたしました。今シーズンも多くの方

にご利用いただき、大変ありがとうございました。来シーズンもよろしくお願い致します。 

 スキー場閉鎖期間中のお問合せについては、教育委員会 体育振興係（℡82-2552）まで。 

 

平成 30 年度 スポーツ安全保険のご案内 

●スポーツ安全保険とは、誰もが安心してスポーツや文化などの団体・グループ活動（社会教育活動）に参加 

 できるように作られた、小さな掛金で大きな補償が得られる公益目的事業です。 

●４名以上の社会教育関係団体（スポーツ・レクリエーション・文化活動等を行う団体）が加入でき、団体で 

 の活動中、団体活動への往復中のケガや破損などの事故に対して補償される保険です。 

●補償期間：平成３０年４月１日午前０時から平成３１年３月３１日午後１２時まで 

 （４月１日以降の加入手続きの場合の補償開始は、加入手続きを行った日の翌日午前０時からとなり、終期 

  は平成３１年３月３１日午後１２時までとなっています） 

●詳しくは、教育委員会 体育振興係（℡82-2552）または、 

 （公財）スポーツ安全協会北海道支部（℡011-820-1709）へお問合せください。 

 （HP：http://www.sportsanzen.org） 

 平成３０年度 体育施設定期使用団体の受付について 

 体育振興係では、年間を通して体育施設の定期的な使用を希望をする団体の受付を行っております。 

平成２９年度に使用した団体につきましては、今年度の定期使用申請書を送付しておりますが、新規に使用を検討し

ている団体につきましては、体育振興係までご連絡ご相談の程よろしくお願い致します。 

 ●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：興部町教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡ 82-2552／Fax 82-3011 まで 



 

まきば号 ４月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 ５日・１９日（木） 宇津地区 ４日・１８日（水） 秋里地区 １２日・２６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 休 み 豊野地区 １１日・２５日（水） 

興 部 保 育 所 
１２日・２６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 
６日・２０日（金） 

１５：３０～ 

 

 

 

４月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

超一流はなぜ靴磨きを欠かさないのか・・・・・・千田 琢哉 

お隣のイスラーム・・・・・・・・・・・・・・・森 まゆみ 

列強の侵略を防いだ幕臣たち・・・・・・・・・・原田 伊織 

明治維新という過ち・・・・・・・・・・・・・・  〃 

４７都道府県 遺跡百科・・・・・・・・・・・・石原 裕之 

お金２．０・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤 航陽 

くらべる世界・・・・・・・・・・・・・・・・おかべたかし 

発達障害は最強の武器である・・・・・・・・・・成 毛 眞 

ねことじいちゃん４・・・・・・・・・・・・・・ね こ ま き 

添野義二 極真鎮魂歌・・・・・・・・・・・・・添野 義二 

鬼才伝説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・加藤一二三 

おちゃめに１００歳！寂聴さん・・・・・・・・・瀬尾まなほ 

謎々将棋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新井 素子 

雲上雲下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝井まかて 

長く高い壁・・・・・・・・・・・・・・・・・・浅田 次郎 

ぼくがきみを殺すまで・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

本のエンドロール・・・・・・・・・・・・・・・安藤 祐介 

イザベルに薔薇を・・・・・・・・・・・・・・・伊集院 静 

修羅の都・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊 東 潤 

埋伏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上田 秀人 

かちがらす・・・・・・・・・・・・・・・・・・植松三十里 

雪の階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・奥 泉 光 

定年オヤジ改造計画・・・・・・・・・・・・・・垣谷 美雨 

私はあなたの記憶のなかに・・・・・・・・・・角田 光代 

虚談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・京極 夏彦 

祝葬・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

死の島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小池真理子 

げんげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐伯 泰英 

騙し絵の牙・・・・・・・・・・・・・・・・・塩田 武士 

崩れる脳を抱きしめて・・・・・・・・・・・・知念実希人 

カーネーション・・・・・・・・・・・・・・・徳 永 圭 

おまじない・・・・・・・・・・・・・・・・・西 加奈子 

西から来た死体・・・・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

奏弾室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仁木 英之 

それまでの明日・・・・・・・・・・・・・・・原   寮 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

ハーバリウム・・・・・・・・・・・・・・・誠文堂新光社 

まいにちつかうもの・・・・・・・・・・・・・石川 ゆみ 

とっておきのタティングレース帖・・・・・・ブティック社 

私のためのポーチとケース・・・・・・・・・主婦と生活社 

大原千鶴の和食・・・・・・・・・・・・・・・大原 千鶴 

ちゃんとおぼえたい和食・・・・・・・・・・・吉田 麻子 

ゆらいだら薬膳・・・・・・・・・・・・・・・麻木久仁子 

プロ式洋食の作り方・・・・・・・・・・・・・枻 出 版 社 

きのこレシピ・・・・・・・・・・・・・・・・石澤 清美 

元氣食堂おいしい長寿食・・・・・・・・・・・楊 さちこ 

４月の休館日 ２日、９日、１６日、２３日、３０日（毎週月曜日）２９日（昭和の日） 

         

 

★とよたかずひこさんおはなし会★ 

 ～ももんちゃんとあそぼう inおこっぺ～ 

◎日 時  ４月２１日（土）午後２時～ 

◎場 所  興部町立図書館２階キッズひろば 

◎内 容  とよたかずひこさんによる読み聞かせ 

      大型紙芝居 など 

●「ももんちゃん」シリーズや「ワニのバルボン」シリーズで

おなじみの絵本作家とよたかずひこさんが興部に来てくれま

す。絵本作家と触れ合う良い機会ですので是非図書館へ来てく

ださい。お待ちしております。 

★えほんのじかんのお知らせ★ 

◎日 時  ４月１４日（土）午前１１時～ 

◎場 所  興部町立図書館１階児童コーナー 

◎内 容  絵本の読み聞かせ 

      ちょこっとタイム 

●昨年度は１年間かけて動物をテーマにやってきて

最後は動物園を完成させました。作品は図書館に展

示してありますのでご覧ください。 

今年度は「うみのなかま」をテーマに１年間やって

いきます。お楽しみに。 
 



          ３月もあっという間に終わりもう４月になりました。僕も３年目になりました。 

         働き始めると時間がたつのがはやいなと感じます。３年目は、仕事でも私生活でも色々なことに

挑戦していこうかなと思います！ 

                                           成田 

今年で４7 回目を迎える町民ロードレース大会が、道の駅「おこっぺ」を発着点として５月１3 日（日）に開催さ

れます。皆様方の挑戦を心よりお待ちしております。 

 

 ■日  時  ５月１3 日（日）10：30 スタート 

 ■会  場  道の駅「おこっぺ」 サイクリングロード内、折返しコース 

 ■距  離  1.5ｋｍ・3ｋｍ・5ｋｍ 

 ■参 加 料  小・中学生 700 円、高校生 1,000 円、一般 1,500 円 

        親子ペア（2 人で） 1,000 円 

 ■申 込 み  中央公民館・沙留公民館、トレーニングセンターで申込書を配布しております。 

 ■主  催  興部町陸上競技協会 

 ■問 合 せ  興部町中央公民館内 

        興部町陸上競技協会 事務局 近藤   ℡ 82-2552 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

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 

「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。 

 ■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/ 

「町民ロードレース大会」開催！ 

中村音楽教室
月～金　14時00分～20時00分

自　宅
　憧れのあの曲を楽しく弾いてみませんか？

ピアノ

エリーゼの会 自　宅
　楽譜が読めなくても大丈夫。小さなお子様から大人のかたまで、個人の
ペースに合わせてステップアップしていけます。楽しみながらピアノを弾
きませんか？

たつかわ音楽教室
月～金　15時00分～20時30分

自　宅
　小さなお子様から大人の方まで、どなたでもどうぞ。憧れのあの曲を
是非弾いてみませんか？

分　類 団体名 活動日・活動場所 P  　R

ジャズ
ロサ・ルゴーサ・

ビッグバンド

毎週火曜 19時00分～22時00分

中央公民館
　ビッグバンドジャズ。サックス・トロンボーン・トランペットなど興味
のある方一緒にやってみませんか？

文化関係活動団体の紹介 
 3 回目の文化関係団体の紹介です。 

興味のある団体がありました下記までご連絡願います。 

●問い合せ 教育委員会 社会教育課（℡82-2552） 


