
 
 興部町子ども会育成連絡協議会（会長：小山哲夫）主催事業、ギネスに挑戦が１月12 日（土）に開催されます！ 
誰でも、簡単にできる種目ばかりですので、気軽に参加して下さい。 

  
■日  時  1 月12 日（土）９：00 集合    
■場  所  農業者トレーニングセンター（仲町）  
■対  象  幼児・小学生 （幼児、低学年は保護者が同伴してください） 
■参 加 料  無 料 
■送  迎  沙留公民館前  8：40 発  中央公民館   8：55 発 
       中央公民館前 12：10 発  沙留公民館  12：25 発 
■持ち物   うんどうぐつ・きがえやタオルなど ※昼食の用意は必要ありません。 
■申込期間  1 月８日（火）までに下記へ申込み願います。 
       ※年内は28 日（金）まで、新年は７日（月）から受付ます 
■申 込 先  興部町子ども会育成連絡協議会  事務局  ℡82－2552（教育委員会内） 
■その他   参加人数が少ない場合、中止となる場合があります。 
       ギネス記録保持者の方、大人の方もぜひ参加してください！（ただし、トロフィーはありません） 

コロッケお笑いライブ inおこっぺ 

～笑う 顔 には福来る！～ 
あのモノマネタレントのコロッケが興部にやってくる！チケットの取扱い開始は 

2 月６日（水）を予定！詳細は2 月号の広報にチラシを折り込みます。 

 

■日 時  平成31 年3 月18 日（月） 午後6 時30 分開場 午後7 時開演 

■会 場  開基百年記念・興部町総合センター 

■内 容  コロッケによる、ものまねエンターテイメント 

■主 催  オホーツク・おこっぺ芸術劇場実行委員会 

■入場料  1,500 円（全席自由・税込）当日券500 円増し 

      町内在住の小中高校生、興部高校生は無料（但し、入場整理券が必要） 

■その他  チケットの取扱い開始は2 月6 日（水）を予定しています。 

■問い合せ 同事務局（興部町教育委員会社会教育課内）82-2552 
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“マナビィ” 

1/12(土)新年恒例「おこっぺ版ギネスに挑戦」参加者募集  

 

かんたんなゲームだから、 

だれでもたのしくできるよ！ 

＜種 目＞ 

①カンピューター  … 赤？白？どっち⁉「運」だけがたよりのゲームです。 

②飛べ！紙ヒコーキ … じぶんで紙ヒコーキをつくってとおくにとばします。 

③UFO       … ながぐつをはいて、あしでとおくまでとばします。 

④おこっぺタワー  … あきかんをたかくつみ上げます。 

⑤ネズミの宅急便  … ぞうきんがけのタイムをきそいます。 

⑥ニアピン大賞   … ボールをころがして、ピンにちかづけます。 

⑦ストラックアウト … まとにむけてボールをなげます。    ☚ あたらしいきょうぎです！ 

3月 18日！ 

おとなも 

こどもも 

たのしもう！ 



沙留小学校スキー授業

興部小学校スキー授業

興部高校スキー授業

10時 ～ 11時半 ちびっこスキー教室1月9日、10日、11日

興部中学校スキー授業

●町営スキー場行事予定

1月22日、25日、30日、31日

1月24日

1月22日、23日、29日、30日

1月22日、23日、25日、29日、30日、31日

1月23日、24日、29日

1月15日、16日、17日、29日、30日

1月22日、23日、24日

13時25分 ～ 14時40分

10時35分 ～ 12時

9時 ～ 10時45分

10時40分 ～ 11時半

13時 ～ 14時50分

19時 ～ 20時半

19時 ～ 20時半

興部スキー協会 スキー教室（小学生・就学前児童）

興部スキー協会 スキー教室（中学生以上一般・就学前児童）

1月12日 9時 ～ 12時 子ども会ギネスに挑戦

●トレーニングセンター行事予定

 

 
スポーツ情報  

トレーニングセンター・グリーンハウス 
～年末年始休館日のお知らせ〜 

年末年始休館日：12 月 31 日（月）～1 月 5 日（土） 

 今年度の興部町営スキー場のオープンにつきまして、12 月下旬を予定しておりますが、今後の天候の状況も 
あり、まだオープンの日程が確定しておりません。 
 オープンの日程が決まり次第、新聞折り込みチラシ及びホームページにてお知らせいたしますので、ご確認くださいます
よう宜しくお願い致します。また、リフトの運行時間及び料金等につきましては、下記のとおりとなっておりますので、ご
確認・ご了承のうえご利用ください。 
 なお、28 年度より幼児及び興部町内に居住または通学する小中高等学校の児童生徒のリフト利用料が無料となりました
ので、スキー場を利用される児童・生徒の皆さんにつきましては、無料リフト券の申請を宜しくお願い致します。詳しくは
教育委員会体育振興係までお問い合わせくださいますよう宜しくお願い致します。 
●リフト料金（大人：高校生以上、小人：中学生以下） 
 シーズン券          ：大人１５,７５０円、小人１０,５００円 
 １日券（ナイターも利用可能） ：大人 １,５７０円、小人  １,０５０円 
 回数券（２２回利用可能）   ：大人 １,０５０円、小人    ７３０円 
 １回券（２回利用可能）    ：大人    １００円、小人       ７０円 
●リフト運行時間 
 月曜日：18 時 ～ 21 時（ナイターのみ運行） 
 火曜日～土曜日：9 時～12 時／13 時～16 時／18 時～21 時（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月の平日はナイターのみの運行となります。 
●オープン期間 
 ３月中旬まで（積雪状況等により変更する場合があります） 
●問合せ 
 興部町教育委員会体育振興係（℡８２－２５５２）／興部町営スキー場（℡ 82-4000） 
●興部町ホームページ内、興部町営スキー場のページ 
 http://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/education/shakai/nbm3tm0000001f0q.html 

興部町営スキー場 検索 

※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。 

●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。 
問い合わせは社会教育課 体育振興係  
℡８２－２５５２／Fax８２－３０１１まで 

 

体育施設の行事予定（1 月） 

スキー場からのお知らせ 

スノーボード教室のお知らせ 

 今年も初心者向けのスノーボード教室を開催いたします。この冬スノーボードを買った方、ボードは持ってい
るけど全然やっていない…という方、これを機会にスノーボーダーデビューしてみませんか？ 
●日  時 平成31 年2 月1 日（金）・4 日（月） 19 時 ～ 20 時半 

（スキー場の積雪状況等により日程を変更することがあります） 
●場  所 興部町営スキー場 
●参加対象 10 名（定員になり次第締め切り致します）  
●申込期間 平成30 年12 月17 日（月）～ 平成31 年1 月25 日（金）まで  
●実技指導 紋別スノーボード振興協会 
●参加料  無 料  
●申込・問合せ先 興部町教育委員会体育振興係（℡82－2552／Fax82－3011）  
【参加される方へのお願い】 
 ※18 時半までに、スキー場ロッジ内へ来て受付をしてください。 



 

 
まきば号 １月 の巡 回 日 程 表 

沙留地区 １７日・３１日（木） 宇津地区 １６日・３０日（水） 秋里地区 １０日・２４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 １８日（金） 

  １３：４５～ 
豊野地区 ９日・２３日（水） 

興 部 保 育 所 
１０日・２４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 １７日・３１日（木） 

１５：４０～ 

 

 

 

１月号 

興部町立図書館 

8 2 - 4 1 9 1 

小説・読物類 

ＡＩ入門講座・・・・・・・・・・・・・・・・・野口悠紀雄 

動じないで生きる・・・・・・・・・・・・・・・矢作 直樹 

日本国紀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・百田 尚樹 

ゲイだけど質問ある？・・・・・・・・・・・・・鈴 掛 真 

潜在意識が子どもの才能を伸ばす・・・・・・・・齋藤 直美 

子どもの困ったが才能に変わる本・・・・・・・・田嶋 英子 

大人の発達障害・・・・・・・・・・・・・・・・市橋 秀夫 

しなくていいがまん・・・・・・・・・・・・・・小林 麻耶 

これでいいのだ・・さよならなのだ・・・・・・・赤塚不二夫 

母さんがどんなに僕を嫌いでも・・・・・・・・・歌川たいじ 

沢村さん家のそろそろごはんですヨ・・・・・・・益田 ミリ 

ことば検定・・・・・・・・・・・・・・・・朝日新聞社出版 

悲しみゴリラ川柳・・・・・・・・・・・・・・・室木おすし 

草々不一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝井まかて 

人生のピース・・・・・・・・・・・・・・・・朝比奈あすか 

鼠、恋路の闇を照らす・・・・・・・・・・・・・赤川 次郎 

倉敷高梁川の殺意・・・・・・・・・・・・・・・梓 林太郎 

会社を綴る人・・・・・・・・・・・・・・・・・朱野 帰子 

灰の轍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・麻見 和史 

聖者が街にやって来た・・・・・・・・・・・・宇佐美まこと 

それでも空は青い・・・・・・・・・・・・・・・荻 原 浩 

厨師、怪しい鍋と旅をする・・・・・・・・・・・勝山海百合 

介護士Ｋ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・久坂部 羊 

キンモクセイ・・・・・・・・・・・・・・・・・今 野 敏 

ゆえに、警官は見護る・・・・・・・・・・・・日 明 恩 

幽霊になった女・・・・・・・・・・・・・・・鳥 羽 亮 

ばけばけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・那須 正幹 

静おばあちゃんと要介護探偵・・・・・・・・・中山 七里 

知覧と指宿枕崎線の間・・・・・・・・・・・・西村京太郎 

羅針盤は壊れても・・・・・・・・・・・・・・西村 賢太 

そこにいるのに・・・・・・・・・・・・・・・似 鳥 鶏 

常設展示室・・・・・・・・・・・・・・・・・原田 マハ 

愉楽にて・・・・・・・・・・・・・・・・・・林 真理子 

芙蓉の千城・・・・・・・・・・・・・・・・・松井今朝子 

昨日がなければ明日もない・・・・・・・・・・宮部みゆき 

水曜日の手紙・・・・・・・・・・・・・・・・森沢 明夫 

 

趣味・実用・暮らしの本類 

定年前後のお金と手続きがまるごとわかる本・・成美堂出版 

今すぐ作りたいバッグ＆ポーチ・・・・・・・ブティック社 

大高輝美のコロコロ人形・・・・・・・・・・・大高 輝美 

レトロですてきなおんなのこ・・・・・・・・・あけつん！ 

うちの犬の服＋小物・・・・・・・・・・・・・金子 俊雄 

あつあつ！グラタンとオーブン焼きの本・・・・枻 出 版 社 

失敗しないチーズケーキ・・・・・・・・・・・石澤 清美 

がんばらない晩ごはん献立・・・・・・・・・・重信 初江 

生の魚じゃ、こうはいかにゃいシリーズ３・オレンジページ 

 

1月の休館日 7日、14日、21日、28日（毎週月曜日）31日～1月 5日（年末年始休館日） 

         

 

●えほんのじかんのお知らせ 

◎日時 １月１２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 

    今年のテーマは「うみのいきもの」 

    今月はさかなをおりがみで折ります。 

     

 

★お琴の伴奏で読み聞かせ 

春の海の会のみなさんのご協力で沙留小学校の全

校児童にお琴の伴奏つきで絵本「モチモチの木」の読

み聞かせを行いました。語りだけの読み聞かせではな

く情景にあった伴奏がつくことでより「モチモチの

木」の世界に浸ることができたのではないでしょう

か？ 

 
 

その時の様子

の写真です 



 先月号に引き続き、文化団体を紹介していきたいと思います。 

※紙面の都合により掲載できない場合もありますがご了承ください。 

もし興味のある活動がありましたら下記宛てまでご連絡願います。 

■問 合 せ 教育委員会 社会教育係 ℡ ８２－２５５２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 PR 活動日 活動時間 活動場所 

興部三弦愛好会 

 三味線を楽しみながら弾いて

みませんか？興味のある方は、一

度会場までお越しください。 

毎週金曜日 
18:30～    

21:00 

中央公民館別館 

第2 講義室 

書道サークル東煌 

 初心者大歓迎！！大きい字・細

字・ボールペン字等丁寧に指導し

てくれます。お待ちしておりま

す。 

毎週金曜日 

19:00～    

21:00 

（月3 回程度） 

中央公民館 

第2 研修室 

琴伝流大正琴 

沙留琴礼会 

 聴くも良し、演奏はもっと楽し

いです。小中学生の方も歓迎で

す。気軽に始めてみましょう。 

毎週水曜日 
13:00～

16:00 

沙留公民館 

研修室 

マリンフラワー 

 ダンスサークル、マリンフラワ

ーは少人数ですが、コミュニケー

ション・ダイエットに最適です。

一度見学に来てみてください。 

毎週金曜日 
13:00～

15:00 

沙留公民館 

講堂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          早いもので今年も残すところ後6 日となりました。私自身社会教育課に配属となって9 ヶ月

が経ちました。今年はとにかく仕事を覚えることでいっぱいいっぱいでした。来年は、「色々な

場に積極的に顔を出すこと」、「社会教育の知識をより深めること」を目標に、町民の皆さんの

ニーズに沿った事業を実施していけるよう努力します。 

2019 年もどうぞよろしくお願いします！              中田 

 

 

編集後記 

社会教育施設 年末年始の休館 
社会教育施設の年末年始休館日は下記の通りです。 

■中央公民館・別館・沙留公民館       １２月３１日（月）～１月５日（土）  

■総合センター               １２月３１日（月）～１月５日（土）※1 月4 日（金）は成人式 

■トレーニングセンター（興部・沙留）  １２月３１日（月）～１月５日（土） 

■構造改善センター（グリーンハウス）  １２月３１日（月）～１月５日（土） 

■図書館                          １２月３１日（月）～１月５日（土） 

      

文化関係活動団体の紹介 vol.2 

「放送大学」で新たな学びを！ 
 放送大学には、放送授業・オンライン授業・面接授業の3 つの授業形態があります。 

テレビ・パソコン・スマートフォン等を利用して学習することができるので、時間や場所を問わず、好きな時間・

好きな場所でマイペースに勉強することができます。 

年2 回（4 月・10 月）入学の機会があり、様々な資格取得のための授業を履修できます。 

入学資格は「学びたい」という気持ちです！入学試験を設けない「開かれた大学」です。 

この機会に、まずは資料請求・問合せをしてみてはいかがでしょうか？ 

■問 合 せ 放送大学北海道学習センター  ℡ 011-736-6318 

 

 

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） 

℡  ８２－２５５２    メールアドレス okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp 


