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社会教育・社会体育施設の閉館時間についてのお知らせ
新型コロナウイルス感染症による北海道の「緊急事態宣言」が６月２０日で解除されたことにより、６月２１日
から町内社会教育・社会体育施設の閉館時間を従前通りに戻しております。
感染症対策につきましては、引き続き実施いたしますので、みなさまのご理解・ご協力の程、よろしくお願いいた
します。
■中央公民館

（宣言発令中）２０時００分 → （現在）２２時００分

■沙留公民館

（宣言発令中）２０時００分 → （現在）２２時００分

■総合センター

（宣言発令中）２０時００分 → （現在）２２時００分

■トレーニングセンター

（宣言発令中）２０時００分 → （現在）２２時００分

■グリーンハウス

（宣言発令中）２０時００分 → （現在）２２時００分

※各施設の閉館時間は、曜日によって異なります。
詳細につきましては、教育委員会社会教育課までご連絡ください。

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。お気軽に下記までご相談ください。

おこっぺふしぎ発見！！ Vol.２ ～②北興遺跡～
今回紹介するのは、北興にある「北興遺跡」です。こちらは、遺物のみ
が確認されている埋蔵文化財包蔵地「遺物包含地」というものに分類され
ています。昭和４０年頃、草地造成により、２０～３０cm 程の耕起が行
われており、土の中からは、時代未定の剥片が見つかっております。
規模は５０，０００㎡程
だったそうだよ！
東京ドーム１個がすっぽ
り入っちゃうくらい大き
かったんだねぇ～

町内の遺跡につい
て、情報提供どしど
しお待ちしており
ます！

発行 ： 興部町教育委員会 社会教育課

↑「北興遺跡」は、興部町市街から
南西へ約４km、興部川と藻興部に挟
まれた台地上にあったと記録に残さ
れています。

〒０９８－１６１５ 興部町仲町（中央公民館内）

Ｔｅｌ ： ８２－２５５２ / Fax ： ８２－３０１１ Ｍａｉl ： okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp

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いたします。
●問合せ ℡ 82-2552・fax 82-3011

～スローエアロビック教室
開催のお知らせ～
●日

時：7 月 13 日（火）10 時～11 時半
7 月 28 日（水）19 時～20 時半

●定

員：15 名

●会

場：興部町中央公民館 講堂

●持ち物：飲物、タオル、マスク、運動靴
ヨガマット（持っている方）
動きやすい服装
●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：興部町教育委員会 社会教育課
体育振興係（℡ 82-2552）
※青竹踏みエクササイズも行います。

～町営プールからのお知らせ①～
6 月 12 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・体力増進など利用される方は、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
券をご利用される際には、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
いただきますようよろしくお願いいたします。
※1 回券のみプールで取り扱っております。
●期間：6 月 12 日（土）～9 月 12 日（日）
（但し、8 月 14 日～16 日はお盆休みです）
●時間：月～土曜 10 時～19 時半
日・祝日 10 時～17 時
※12 時～13 時はお昼休みの為、使用できません。
※授業・水泳教室等の際は、プール玄関前にて赤旗
でお知らせいたします。
（赤旗の場合は、一般の方は利用できません）

～町営プールからのお知らせ②
ナイタープールについて～
今年度もナイタープールを開放しております。令
和３年度のナイタープール開放日は下記の通りとな
っておりますので、ぜひご利用ください。
●期間：7 月 1 日（木）～8 月 31 日（土）の
毎週水曜日
●時間：通常営業時間より、20 時半まで延長
して開放しております。
●問合せ：興部町教育委員会 社会教育課
体育振興係（℡82-2552）
町営プール（℡82-2729）
※開館期間中（左記記載）のみ

～ジュニアスイミングスクール＆
ちびっこ水泳教室開催のお知らせ～
☆ジュニアスイミングスクール
●開催日：7 月 26 日（月）
・7 月 28 日（水）
7 月 30 日（金）
・8 月 2 日（月）
8 月 4 日（水） 計 5 回
●時 間：16 時～17 時（1 時間）
●参加対象：小学生
（原則計 5 回のスクールすべてに参加できる子
ども、２５ｍ泳げない子どもを対象にします。
）
●参加定員：15 名まで
※定員になり次第締め切ります。
●参加料：無 料
●申込期間：7 月 1 日（木）～7 月 21 日（水）
●申込先：興部町教育委員会 社会教育課
体育振興係 （℡ 82-2552）
●指導者：小堀 光（こぼり ひかる）
☆ちびっこ水泳教室
●期 日：7 月 30 日（金）
●時 間：15 時～16 時
●場 所：町営プール
●対 象：幼児／年中（平成 28 年生まれ）～
年長（平成 27 年度生まれ）
●参加料：無 料
●申込期間：7 月 1 日（木）～7 月 21 日（水）
●申込先：興部町教育委員会 社会教育課
体育振興係（℡ 82-2552）
●参加定員：15 名まで
※定員になり次第締め切ります。
●持ち物：水着・タオル・水泳帽子など
水泳メガネがある方は持ってきてく
ださい。

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
休 館 日：毎週月曜日、祝日

図書館情報

開館時間：午前 9 時 30 分～午後 6 時

★赤ちゃん向け「えほんのじかん
毎月第２水曜日は概ね 0 歳から 3 歳程度の乳幼児の読み

◆「たなばた会」のお知らせ
えほんのじかんの拡大版としてたなばた会を行います。

聞かせを行います。赤ちゃんのときから読み聞かせや絵本に触れ

絵本の読み聞かせの後、たなばた飾りや短冊に願い事を書い

合う時間を作りたいと思います。

たりします。みなさんは、どんな願い事を書きますか？遊びに来

◎日 時 ７月１４日（水） 午前 11 時

てください。

（30 分程度）
◎場 所 図書館 1 階児童書コーナー

★「キャンプ」コーナー
今年もキャンプが人気です。キャンプのコツやキャンプ料理、
そして、ひとりキャンプなどの資料を揃えています。夏に向けて
キャンプの知識を身につけてみませんか？

◎日 時 ７月 10 日（土） 午前 11 時
◎場 所 図書館 1 階児童書コーナー

★「たぬきの花よめ道中」原画展
絵本「たぬきの花よめ道中」最上一平/作、町田尚子/絵
の原画展を開催します。絵本になる前の貴重な原画をお楽し
みください。
～絵本内容～
山の中にすむたぬきのあさぎり姉さんが、ニンゲンの大都会の
中のたぬき村へお嫁いり。山の中にすむたぬきたちにしてみれ
ば、都会の方がへんぴな場所なのです…。ニンゲンにばけた、た
ぬきたちの珍道中。

■「図書館まつり（mini）
」のお知らせ
昨年度開催することができなかった「第６回図書館まつり」を
下記の内容で縮小して行います。

◎日 時 ８月 10 日（火）
午前の部（子ども向け） １１時～
・内容 バルーンアートショー
・定員 ２０名（幼児から小学生）
＊詳しくは保育所、幼稚園、小学校を通してチラシを配
布いたします。
午後の部（大人向け） １時３０分～
・内容
・定員
＊申込期間

レザークラフト
１０名 （町民限定）
７月７日（水）～７月３１日（土）
ただし、定員になり次第締め切ります

＊申 込 先

図書館カウンター または
お電話（82‐4191）でお申込みください。

＊問 合 先 興部町立図書館 82‐4191

◎期 間

７月２９日（木）～8 月 12 日（木）

◎場 所

図書館児童書コーナー

７月 2021
日

社会教育 事業カレンダー

月

火

水

木

金

土

１
まきば号（図）
・秋里地区

２

３

８
まきば号（図）
・沙留地区

９

１０
たなばた会
（図）

４

５
休館日（図）

６
まきば号（図）
・沙留保育所
・興部保育所
・興部中学校

７
まきば号（図）
・興部小学校
・宇津地区

１１

1２
休館日（図）

１３
まきば号（図）
・沙留保育所
・興部保育所

１４
１５
えほんのじかん まきば号（図）
（乳児向）
（図） ・秋里地区
まきば号（図）
・幼稚園
・興部小学校

１６

１７
絵本作家高畠
那生さんによ
る「だるま作
り」
ワークショ
ップ（図）

スローエアロビ
ック教室（体）

１８

１９
休館日（図）

２０
まきば号（図）
・沙留保育所
・興部保育所
・興部中学校

２１
まきば号（図）
・興部小学校
・宇津地区

2２
休館日（図）

2３
休館日（図）

2４

2５

２６
休館日（図）

２７
まきば号（図）
・沙留保育所
・興部保育所
わんぱく村
（社）

２８

２９

３０

３１

ジュニアスイミ
ングスクール
（体）

まきば号（図）
ングスクール
・秋里地区
（体）
絵本原画展（図）
スローエアロビ
～8 月 12 日
ック教室（体）
英語絵本教室①
（図）
ジュニアスイミ

ジュニアスイミン
グスクール
（体）
ちびっこ水泳教室
（体）

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

緊急事態宣言中、かなりストレスが溜まっている方もいらっしゃると思います。
社会教育課では、様々な事業を行っていますので、ストレス解消にぜひ参加して
心も体もリフレッシュしましょう！
おこつぺー太郎

