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“マナビィ”

「おこっぺ長寿大学」学生募集のご案内！
おこっぺ長寿大学では、令和 3 年度の学生を募集しています。

沢山のご参加
お待ちしてます！

一緒に「仲間作り」
・
「趣味」
・
「クラブ活動」を楽しみましょう！
■内 容：①一般教養（各種講演会・軽運動・創作活動・果物狩り等）
②クラブ活動（コーラス・ダンス・書道・スローエクササイズ）
■対 象：町内に在住する 60 歳以上の方
■問合せ：教育委員会社会教育係 ℡0158-82-2552

異文化交流事業 ～異国の定番料理を知ろう！～
去年に引き続き、シリーズ第 2 弾！今年はカナダの定番料理！
この機会に是非、料理を通して、異国文化に触れてみませんか？
みなさんのご参加お待ちしております。
■日

時：5 月 16 日（日）10 時 00 分～12 時 00 分

■場

所：中央公民館 1 階料理実習室

■講

師：ケント・ラスムセン氏（カナダ アルバータ州出身）

■作る料理：プーティン（フライドポテトにソースとチーズをかけた料理）
ナナイモバー（カスタードクリームとチョコレートを使ったクッキー）
■対

象：高校生以上の町内在住者

■定

員：15 名

■参 加 料：500 円（当日の受付時に集めます）
■持 ち 物：エプロン・マスク・三角巾
■申

込：教育委員会社会教育係 ℡0158-82-2552

■申込締切：5 月 11 日（火） ※定員になり次第締切
■主

催：興部町教育委員会

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。

おこっぺふしぎ発見！！ Vol.0
実は興部町には 40 もの遺跡があるのをみなさんはご存知でしたか？

僕が興部の
遺跡を紹介
するよ！

そんな興部町に眠っている遺跡をこれから少しずつ紹介していきたいと思います。
是非、次号以降を楽しみにお待ちください。乞うご期待です！
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スポーツ情報

●各種大会や団体で体育施設を利用したい場合には、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致します。
●問合せ ℡ 82-2552・fax 82-3011

スローエアロビック教室のお知らせ
今月もスローエアロビック教室を開催致します。
スローエアロビックは音楽に合わせて無理のない自然な動きを反復して行います。
「開く・伸ばす・ひねる」の
3 つの基本の動きをベースに運動初心者の方でも楽しさを感じられる新感覚のエクササイズです。成人から高齢
者までを対象に行いますので、興味のある方はぜひご参加ください‼
●日
時：５月 1１日（火）
10 時 ～ 11 時半（内容：ゆっくりとしたペースのエクササイズ）
５月 2６日（水）
19 時 ～ 20 時半（内容：少し動きのあるエクササイズ）
●定
員：各 15 名
●会
場：農業者トレーニングセンター（5 月 11 日）、興部町中央公民館 講堂（5 月 26 日）
●持 ち 物：飲物、タオル、ヨガマット（持っている方）、マスク、動きやすい服装、運動靴
●講
師：スローエアロビック指導員 服部 真紀（スポーツ推進委員）
●問 合 せ：教育委員会 社会教育課 体育振興係（℡ 82-2552）

歩いて爽快 in ノルディックウォーキング
初夏を感じながら、沙留までのウォーキングを楽しんでみませんか？
●日
時：5 月 23 日（日）
●集合時間：7 時 50 分
●集合場所：興部町中央公民館前
※沙留の方は送迎します。
●参加対象：町内の小学生以上（小学校低学年の参加につきましては、保護者同伴でお願いします。
）
●参加区分：３Ｋｍコース（中央公民館～秋里付近）
５Ｋｍコース（中央公民館～豊野付近）
豊野集落センターコース（約７Ｋｍ）
沙留公民館コース（約１３Ｋｍ）
●参加定員：25 名（定員になり次第受付を終了致します）
●参 加 料：無料
●申込締切：5 月 20 日（木）
※詳細につきましては体育振興係（℡82-2552）まで連絡願います。

町内の屋外体育施設がオープンします！
●興部町内の屋外体育施設（興部町営野球場、興部町民運動広場、興部ゲートボール場、沙留ゲートボール場、沙留農
村広場）
、が 5 月 1 日（土）より利用できるようになりますのでぜひご利用ください！
●屋外体育施設を個人で利用する場合は、事前に利用券を購入の上使用してください。団体で利用する場合は、原則 2
週間前までに所定の使用申請書に必要事項を記入の上、承認を受けてから使用してください。
●町営パークゴルフ場につきましては 4 月 29 日（木）よりオープンしております！
（天候等の都合によりオープンを延期している場合があります。その場合はご了承願います）
●町営パークゴルフ場の利用券、使用申請につきましては、管理担当の(株)服部工業まで問合せ願います。
教育委員会では共通施設券（町内の全体育施設利用可能）のみ取り扱っております。
●パークゴルフ場に関する問合わせ：(株)服部工業（興部町新泉町）℡ 82-2405

興部町民ロードレース大会 中止のお知らせ
●例年 5 月に実施している町民ロードレース大会（主催：興部町陸上競技協会）ですが、
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、大変残念ではありますが、
主催者として大会を中止せざるを得ないと判断いたしました。
ご理解の程よろしくお願い致します。
●問合せ 興部町陸上競技協会 事務局 近藤（職場 ℡82-4120）

興部町立図書館（興部町本町） 電話 0158-82-4191
メール okp-library@town.okoppe.lg.jp

図書館情報

休 館 日：毎週月曜日、祝日
開館時間：午前 9 時 30 分～午後 6 時

★えほんのじかん

◆5 月の休館日

毎月第２土曜日は絵本の読み聞かせの日です。

ゴールデンウィークと通常の休館日は以下の通りとなって

絵本が終わった後はちょっとした工作をして遊びます。

おります。

◎日 時 5 月８日（土） 午前 11 時～12 時

・３日（憲法記念日）

◎場 所 図書館 1 階児童書コーナー

・４日（みどりの日）

◎対 象 幼児から小学校低学年

・５日（こどもの日）

今年度は簡単なおもちゃを一つずつ作っていきます。

10 日、17 日、24 日、31 日（月曜日）

みなさん、遊びに来てください。

◆図書宅配サービスを利用しません？

4 月は「パラシュート」を作りました。

図書館では来館が困難な方に「図書宅配サービス」を実施し

5 月は「のびるへび」を作ります。

ています。図書館まで足を運ぶことなく読みたい本が自宅で受

★ＺＯＯＭで開催
絵本作家高畠那生さん
ワークショップ開催のお知らせ

け取ることができます。利用できる方としては来館が困難なこと
が条件です。

◎日 時 ６月１９日（土） 午後２時～３時３０分頃

例えば・・・

◎場 所 興部町中央公民館 展示室

・高齢者の方 ・障害で来館が困難な方

＊東京の絵本作家高畠生さんと紋別市と滝上町と興部町とＺＯ

・介護をされている方

ＯＭでつなげて合同でだるま作りをします。

等です。

近くなりましたら学校を通して案内を配布いたします。

・小さいお子様のいる家庭

ご希望される方又はご不明な点は図書館までご連絡くださ
い。

★写真・資料を探しています！
図書館では興部町の歴史を記録・保存していくために
興部町に関係する資料や写真を集めいています。
しかし、なかなか集まらないのが現状です。ご家庭に眠
っているそれらの資料がございましたら寄贈又は借用させ
ていただきたく思います。どうぞ、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
興部の歴史を後世に残していくためにも必要です。
処分する前に図書館へご連絡ください。

◆インターネットから蔵書検索・予約
下記の URL から図書館資料の蔵書検索や予約ができます。
予約はパスワードが必要になります。操作方法等ご不明な点は
図書館までお問合せください。
http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/wopc/pc/pages/TopPage.j
sp
http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/sp/
(スマートフォン用)
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行事の詳細はそれぞれの関連ページをごらんください。なお（ ）内の略称は次の意味です。
≪社 → 社会教育 / 体 → 社会体育 / 図 → 図書館≫
※事業が上旬にある場合には、先月号の社会教育情報に掲載しておりますので内容の確認をお願い致します。

編集後記

4 月より新規採用で社会教育課体育振興係を担当することになりました田原亮佑です。
雄武高校を卒業してまだ間もないのでご迷惑をお掛けするかもしれませんが、精一杯頑張っ
ていきますのでよろしくお願い致します。
（田原）

