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“マナビィ” 

 

☆7/31(火)～8/2(木)『わんぱく村』参加者募集☆ 
 「わんぱく村」も今年で32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。共同生活の中で交流し、自主性や社会性を養い、人とのつながりの大切さを実感させることを目的と

しています。今年の一次産業体験は「林業」です。他にも、カレーコンテストや自然体験など、楽しいプログラ

ムがたくさん！みなさんの参加を心よりお待ちしております。 

■日 時  ７月31日（火）～ 8月２日（木）の２泊３日 

   ■場 所  旧秋里小学校ほか町内 ※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（先着） 

   ■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 遠藤 ℡８２－２５５２  

※申し込み方法・その他詳細につきましては、 

学校を通してチラシを配布しています。 

♢中高生リーダー募集中です！！♢ 

小学生の自主的な活動をサポートし、一緒に活動してくれる中高生スタッフを募集しています。 

詳細につきましては、各校で配布ずみのチラシをご確認ください。 

☆7/20（金) 「ホタル見学会」参加者募集 ☆ 
  興部町子ども会育成連絡協議会主催事業「ホタル見学会」を開催いたします。滝上町にあるホタル園へ 

  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20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 遠藤 ℡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、学校等で配布ずみのチラシをご確認ください。 

 

（昨年度 酪農体験のようす） 

☆「放送大学」10月入学生募集☆ 6月15日より出願受付開始！ 
  放送大学はテレビ等の放送やインターネットで授業を行う通信制の大学です。 

働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で 

幅広い世代の人が学んでいます。今学期から大学案内・募集要項が大変見やすく、 

わかりやすく、リニューアルしました。 

この機会に、まずは資料請求・問い合せしてみませんか？ 

 ■問合せ 〒060-0817 札幌市北区北17条西8丁目（北海道大学構内） 

      放送大学北海道学習センター ℡ 011－736-6318 

      ホームページ http://www.sc.ouj.ac.jp/center/hokkaido/index.html 

みんなきてね！ 

 



体育施設の行事予定（7月） 

 

プールからのお知らせ 

 
 6月9日（土）より町営プールをオープンしておりますので、水泳技術の向上、運動不足の解消、健康・体力増進等、ど
なたさまもルール・マナーを守ってぜひご利用ください。 
 町営プールの定期券をご利用の際には、教育委員会にて取り扱っておりますので、事前にお買い求めの上、利用して頂き
ますよう宜しくお願い致します。（1回券のみプールで取り扱っております。） 
 ●期間：6月9日（土）～9月9日（日）まで（変更となる場合があります） 
    （但し、8月14日～16日はお盆休みとなっております。） 
 ●時間：月～土曜 10時～19時30分 ／ 日曜・祝日 10時～17時まで 
      ※１２時から１３時まではお昼休みのため使用できません。 
      ※授業・水泳教室等使用時はプール玄関前において赤旗でお知らせいたします。 
      （赤旗の場合は、一般の方のプール利用はできません。） 
☆ナイタープールの開放について 
 今年度もナイタープールを開放しております。平成30年度のナイタープール開放日は、下記のとおりとなっております
ので、ぜひご利用ください。 
 ●期間：７月4日（水）～８月３１日（金）までの毎週水曜日 
 ●時間：通常営業時間より、２0時30分まで延長して開放 
 

沙留保育所運動会（雨天時）

8時30分～13時

7月15日 8時30分～13時

興部保育所運動会総練習（雨天時）7月4日

7月8日 8時30分～13時 興部保育所運動会（雨天時）

7月12日 8時30分～13時 沙留保育所総練習（雨天時）

●グリーンハウス（構造改善センター）行事予定

日　　時 行事内容

学校水泳事業

学校水泳事業

行事内容
10時20分～12時

13時30分～14時50分

日　　時
7月5日、9日、10日、11日、12日、13日、17日、19日、20日、23日、24日

7月17日、19日、20日

●町営プール行事予定

行事内容

7月1日 8時30分～13時30分 はまなす幼稚園親子運動会（雨天時）

●トレーニングセンター行事予定

日　　時

興部町パークゴルフ協会から大会結果のお知らせ 

 
 6月9日（土）に興部町パークゴルフ協会興部支部 第2回選手権大会、6月17日（日）に興部町パークゴルフ協会興部支
部環境事業協同組合杯が行われました。 
 大会結果につきましては下記の通りです。 
 
・第２回選手権大会 
 ～男子～ 優 勝 池川 幸則（ハンデ：3 合計102） ～女子～ 優 勝 和田 栄子（ハンデ：7 合計110） 
      準優勝 長嶺 正義（ハンデ：2 合計102）      準優勝 岩城 洋子（合計115） 
      ３ 位 武田 富雄（ハンデ：3 合計104）      ３ 位 西川 紀子（合計117） 
      ﾍﾞｽｸﾞﾛ 池川 幸則（合計99）            ﾍﾞｽｸﾞﾛ 和田 栄子（合計103） 
 
・環境事業協同組合杯 
 ～男子～ 優 勝 長嶺 正義（ハンデ：2 合計104） ～女子～ 優 勝 岩城 洋子（合計105） 
      準優勝 小柳 和雄（ハンデ：2 合計106）      準優勝 鼻田 愛子（ハンデ：3 合計113） 
      ３ 位 佐藤  勝（合計 106）           ３ 位 大澤 和子（ハンデ：11 合計114） 
      ﾍﾞｽｸﾞﾛ 山下  栄（合計 101）           ﾍﾞｽｸﾞﾛ 大澤 和子（合計103） 
 
～さわやかな風を受けミルクロードの星となれ～ 

 

 

 

 

スポーツ情報 

第31回おこっぺ牛乳
ち ち

の里マラソン参加者募集！！ 

2018.10.7（日）【雨天決行】 

参加者募集中！！ 
参加申込：８月３１日（金）まで【当日消印有効】 



 

まきば号 ７月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １２日（木） 宇津地区 １１日（水） 秋里地区 ５日・１９日（木） 

旭町  小学校 

汐見町 海水浴場 

旭町  沙留公民館 

緑町  対馬宅 

１２：５０～ 

１３：２５～ 

１４：００～ 

１５：１０～ 

    １５：３０ 

   

  

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 ６日・２０日（金） 

  １３：４５～ 
豊野地区 ４日・１８日（水） 

興 部 保 育 所 
５日・１９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 
１２日（木） 

１５：４０～ 

 

 

 

７月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

司書のお仕事・・・・・・・・・・・・・・・・・大橋 崇行 

ニジノ絵本屋さんの本・・・・・・・・・・・・・いしいあや 

公務員の課長の教科書・・・・・・・・・・・・・松 井 智 

専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達障害 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・木津谷 岳 

離婚してもいいですか？・・・・・・・・・・・・野原 広子 

となりの少年少女Ａ・・・・・・・・・・・・・・草薙 厚子 

知ってラクになる！発達障害の悩みにこたえる本・鈴木 慶太 

人間の偏見動物の言い分・・・・・・・・・・・・高槻 成紀 

事例でわかる発達障害と職場のトラブルへの対応・谷原 弘之 

気になる子へのピアノレッスン・・・・・・・・・福田 りえ 

終活夫婦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中 尾 彬 

敗れても敗れても・・・・・・・・・・・・・・・門田 隆将 

シルバー川柳入門・・・・・・・・・・・・・・・水野タケシ 

サラリーマン川柳やみつき傑作選・・・・・・・・やくみつる 

雲の果て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あさのあつこ 

鏡じかけの夢・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉理香子 

三毛猫ホームズの復活祭・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

平城京・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安部龍太郎 

怪しくて妖しくて・・・・・・・・・・・・・・・阿刀田 高 

その話は今日はやめておきましょう・・・・・・・井上 荒野 

蕎麦、食べて行け・・・・・・・・・・・・・・・江 上 剛 

爆身・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大沢 在昌 

福家警部補の考察・・・・・・・・・・・・・・・大倉 崇裕 

新選組の料理人・・・・・・・・・・・・・・・・門井 慶喜 

恋の川、春の町・・・・・・・・・・・・・・・・風野真知雄 

ロンリネス・・・・・・・・・・・・・・・・・・桐野 夏生 

私の本の空白は・・・・・・・・・・・・・・・・近藤 史恵 

炎の来歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・小手鞠るい 

無暁の鈴・・・・・・・・・・・・・・・・・・西條 奈加 

ＡＳＫ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新堂 冬樹 

ファーストラヴ・・・・・・・・・・・・・・・島本 理生 

無節の欅・・・・・・・・・・・・・・・・・・千野 隆司 

ディス・イズ・ザ・ディ・・・・・・・・・・・津村記久子 

連続殺人鬼カエル男ふたたび・・・・・・・・・中山 七里 

ストーブ列車殺人事件・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

六月の雪・・・・・・・・・・・・・・・・・・乃南 アサ 

青嵐の坂・・・・・・・・・・・・・・・・・・葉 室 麟 

瑕疵借り・・・・・・・・・・・・・・・・・・松岡 圭祐 

首の鎖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮西 真冬 

未来・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・湊 かなえ 

ののはな通信・・・・・・・・・・・・・・・・三浦しをん 

偽姉妹・・・・・・・・・・・・・・・・・山崎ナオコーラ 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

手作りガーデンリビング百科・・・・・・・・・学研プラス 

男の子と女の子のまいにちパンツ・・・・・・ブティック社 

ハンドメイドのかんたん子ども服・・・・・・   〃 

ハンドメイドカフェ・・・・・・・・・・・アップルミンツ 

洗えるマニラヘンプヤーンで編むバッグ・・    〃 

香りの野菜が好き・・・・・・・・・・・・・・堤 人 美 

ラクうま鶏ささみ料理・・・・・・・・・・・・河村 玲子 

身のまわりの修理の教科書・・・・・・・・・・西沢 正和 

重曹＆クエン酸使いこなしアイデア集・・・・ブティック社 

山でお泊り手帳・・・・・・・・・・・・・・・仲川 希良 

日本百名山トレッキングコースガイド・・・・・昭 文 社 

大人の語彙力使い分け辞典・・・・・・・・・・吉田 裕子 

７月の休館日 ２日、９日、１６日、２３日、３０日（毎週月曜日） 

         

 

★臨時休館のお知らせ★ 

◎期 間 ７月24日（火）～31日（火） 

図書館システム改修作業及び全資料蔵書点検のため 

上記期間は休館となります。まきば号も運休となります。ご迷

惑をおかけしますがご協力よろしくお願いいたします。＊8月 1

日（水）より開館します。 

 

★たなばた会のお知らせ★ 

◎日 時 ７月１４日（土）午前１１時～ 

◎場 所 興部町立図書館 2階視聴覚室 

◎内 容 読み聞かせ 

     うたあそび 

     短冊、たなばた飾りを作ります。 

       

 



今月はわんぱく村が開催されます。私自身子どもの頃に参加しましたが、１日目の夜に
熱を出し、泊まらずに帰宅したことを今でも覚えています。今回はスタッフとしてリベン
ジします。「最後まで」皆さんをサポートさせていただきます。沢山のご参加お待ちしてお
ります。                             中田 

 「豊かに生きる」をテーマに平成30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51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、遠軽町からお越しいただいた落語家の「くぼっち」氏による落語

で大いに盛り上がり、楽しいひとときとなりました。 

 おこっぺ長寿大学では、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、興味のある方は下記迄ご連絡願います。大学と言っても、堅苦しいことは何

もありませんので、ぜひ、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  

 

 去る6月１６日（土）、富丘地区において「おもしろ自然体験教室～森の中 

にはふしぎがいっぱい！～」を開催しました。 

 始めに、げんきの森でネイチャーゲーム「宝探し」を行いました。草木をじっ

くり観察することを目的とし、その中で隠し物を探し出すというゲームで、子ど

も達は真剣なまなざしで隠し物を探していました。その後、カブトムシの幼虫採

取を行い、子ども達は一生懸命穴を掘り、幼虫を見つけると目をキラキラ輝かせ

て喜んでいました。雲ゆきが怪しくなる場面もありましたが、雨にあたる事もな

く、無事終了することができました。 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  メールアドレスokp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp 

編集後記 

成 績 

「おこっぺ長寿大学活動日記」～開講式・講演会編～ 
 

成 績 

『道民カレッジ』受講者募集！！ 

 

 

おもしろ自然体験教室 終了！！ 

 「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/ 

 
                                 


