
「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致します。お気軽に下記までご相談ください。 

 今回紹介するのは、沙留にある「沙留神社遺跡」です。こちらでは、続縄 

文時代のものと思われる土器が見つかっています。 

範囲は東西５０m 南北１５０ｍの７，５００㎡程だったそうです。 

境内の林地内に浅い凹みが１か所確 

認されており、海側に面した崩落崖 

面からは、土器片・石器片が見つか 

っていたと記録に残されています。 

 もしかしたら学校の登下校時に土 

器片などが見つかるかも、、、！？ 

 

 
 

人材バンクの登録者につきましてお知らせいたします。 

 
氏名 分野（対象者） 

野川 和雄 自然研究・野外活動 － 山野活動 － 登山 （中学生以上） 

 興味や関心のある方は、教育委員会までご連絡ください。お待ちしております。 
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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。 

おこっぺふしぎ発見！！ Vol.5 ～⑤沙留神社遺跡～ 

 

↑実際に発見された、続縄文時代

のものと思われる土器片 

↑海岸を望む市街地丘陵地に位置

し、標高は２０ｍ程 

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！ 

人材バンクの登録者について 

mailto:okp-k.syakai@town.okoppe.lg.jp


  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、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、新聞折込チラシ及びホームペ

ージにてお知らせいたしますので、ご確認願います。また、リフト運行時間及び料金等につきましては、下記

の通りとなっておりますので、ご確認・ご了承のうえご使用ください。なお、平成28 年度より幼児及び興部

町内に居住又は通学する小中高等学校の児童・生徒のリフト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お願いいたします。詳しくは教育委員会体育振

興係までお問合せください。 

●リフト料金（大人：高校生以上・小人：中学生以下） 

区分 シーズン券 1 日（ナイターも利用可能） 回数券（22 回利用可能） 1 回券（2 回利用可能） 

大人 15,750 円 1,570 円 1,050 円 100 円 

小人 10,500 円 1,050 円   730 円   50 円 

●リフト運行時間 

月曜日 
18 時～21 時 

（ナイター運行のみ） 

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） 

日曜日・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運行となります。 

●オープン期間 3 月中旬まで 

●問合せ 体育振興係（℡82-2552） 

     ス キ ー 場（℡82-4000）【オープン期間中】 

～町営スキー場からのお知らせ～ 

 

～スローエアロビック教室 

開催のお知らせ～ 

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！ 

今月は全身運動を行います！ 

●日 時：1 月18 日（火曜日） 

10 時～11 時半 

     1 月25 日（火曜日） 

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 

     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。 

 

 

興部町パークゴルフ協会から大会結果のお知らせで
す。大会結果につきましては、下記の通りです。 
10 月23 日（土） 
～男性～ 

優 勝 山下  栄（ハンデ2・合計114） 
準優勝 山辺 富夫（ハンデ3・合計115） 
３ 位 武田 貞美（合計119） 
ベスグロ  鼻田 和男（合計110） 

～女性～ 
優 勝 和田 栄子（ハンデ2・121） 
準優勝 岩城 洋子（ハンデ4・129） 
３ 位 青木富美子（ハンデ2・129） 
ベスグロ 和田 栄子（合計119） 

～パークゴルフ協会からのお知らせ～ 

～体育施設の行事予定～ 

●町営スキー場の行事予定 

興部小学校スキー授業 
（10 時40分～11時半） 

1 月20.21.25 
26.27 日 

沙留小学校スキー授業 
（9 時～10 時45分） 

1 月21.25.27 日 

興部中学校スキー授業 
(13 時25 分～14 時40分) 

1 月21.25.26.27 日 

興部高校スキー授業 
（12 時半～14時50 分） 

1 月25.27 日 

 

 

 

 

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 



  

 

★えほんのじかん   

毎月第2水曜日に赤ちゃん向け、第2土曜日に幼児から小

学生向け絵本の読み聞かせを行います。 

読み聞かせの後はちょっとした遊びや工作をします。 

◎日 時 １月１２日（水曜日） 午前11時から 

◎対 象 0歳～3歳児程度 

◎日 時 １月８日（土曜日） 午前11時から 

◎対 象 幼児～小学生 

 

                 

  

 

 

 

 

 

図書館情報 

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 

開館時間：午前9時30分～午後6時 

 

  
 

◆年末年始の休館日 

下記の期間は休館日となります。休館日に返却される場合は

玄関横のブックポストをご利用ください。 

◎12月31日（金曜日）～1月5日（水曜日） 

◆二十歳の 20 冊 
読書をすることは、後の生き方に大きな実りをもたらします。本

の中には人生の支えになる言葉、心を癒してくれる言葉がたくさん

あります。そのことから、図書館では成人式で新成人へ本をプレゼ

ントしています。今年の新成人へは下記の20冊をおすすめしまし

た。 

★お仕事小説 本でお仕事体験 

①「ecriture新人作家杉浦李奈の推論」 松岡圭介/著 

②「フラ・ダンス」 八坂圭/著 

③「ピエロがいる街」 横関大/著 

④「線は僕を描く」 砥上裕將/著 

⑤「こちら横浜市港湾局みなと振興課です」 真保裕一/著 

★大人・社会人として知っておいても良いこと 

⑥「オトナ留学のススメ」 大川彰一/著 

⑦「仕事は1冊のノートで10倍差がつく」 鈴木進介/著 

⑧「人に必ず好かれる言葉づかいの図鑑」 ゆうきゆう/著 

⑨「マンガでわかるハーバード流交渉術」ﾛｼﾞｬｰ･ﾌｨｯｼｬｰ/著 

⑩「育ちがいい人だけがしっていること」 諏内えみ/著 

★２０２１年を振り返って・・・ 

⑪「鬼滅の刃に学ぶ強い心のつくり方」 石堂孝英/著 

⑫「鬼滅の刃が教えてくれた傷ついたまま生きるためのヒント」 名

越康文/著 

⑬「これからの集客はYouTubeが9割」 大原昌人/著 

⑭「オルタネート」 加藤シゲアキ/著 

⑮「コロナのウソとワクチンの真実」 近藤誠/著 

★そこに行ってみたくなる本・旅気分が味わえる本 

⑯「ひとり旅日和」 秋川滝美/著 

⑰「クソみたいな理由で無人島に遭難したら 

人生が変わった件」 すずの木くろ/著 

⑱「絶景CAMP GUIDE」 JTBパブリッシング/編 

⑲「地球の歩き方aruco東京のパン屋さん」  

地球の歩き方編集室/編 

⑳「５２ヘルツのクジラたち」 町田そのこ/著 

＊全て図書館にそろっています。 

どうぞご利用ください。 

■写真・資料を集めています！ 

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ています。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。 

処分してしまう前に図書館へご連絡ください。 

☎８２－４１９１ 

 

 

◆図書館資料の蔵書公開について 

 自宅や外出先から図書館の本が検索可能となっています。

資料検索はもちろん、予約やイベント情報を確認することもで

きます。 

 さらに、マイ本棚で借りた本の履歴を見たり読んだ本のレビュ

ー投稿もできます。下記にアクセスしてみてください。 

http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/wopc/pc/pages/TopPage

.jsp 

http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/sp/   

 

◆本を楽しく借りてみよう 
 どんな本が入っているのかワクワクしながら借りてもらい、新た

な本との出会いや発見を感じてもらえるようお歳暮コーナーと福

袋コーナーを設けています。 

 お歳暮コーナーの本には熨斗をつけ表紙やタイトルを隠してい

ます。 

 福袋コーナーの本は一つの紙袋の中に特定のテーマを設け 5

冊セットにして入れています。 

 それぞれ、なくなり次第終了となります。 

図書館に来て楽しみながら本を借りてみてください。 

★期 間  1月9日まで 

★対 象  児童書（子ども向け） 

mailto:okp-library@town.okoppe.lg.jp
http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp
http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp
http://ilisod001.apsel.jp/okoppelib/sp/


 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 

２ ３ ４ 

成人式（社） 

５ 

・ちびっこスキ

ー教室（体） 

５日～７日まで 

６ 

英語絵本教室

（図） 

 

７ 

英語絵本教室 

（図） 

８ 

えほんのじか

ん（図） 

９ 

 

10 

休館日（図） 

11 

 

12 

絵本体験教室 

（図） 

えほんのじかん

（図） 

まきば号（図） 

・宇津地区 

13 

まきば号（図） 

・秋里地区 

 

14 
トランポリン教
室（体） 

15 

 

16 

 

17 

休館日（図） 

18 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

・興部中学校 

スローエアロビ
ック教室（体） 

19 

まきば号（図） 

・幼稚園 

・興部小学校 

 

20 

まきば号（図） 

・沙留地区 

 

21 

 
22 

 

23 

 

24 

休館日（図） 

25 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

スローエアロビ

ック教室（体） 

26 

まきば号（図） 

・幼稚園 

・興部小学校 

・宇津地区 

27 

まきば号（図） 

・秋里地区 

 

28 

 

29 

30 31 

休館日（図） 
 

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。 

1 月 

編集後記 

 社会教育 事業カレンダー 2022 

早いもので今年も残すところあと5 日となりました。 

最近では、新型コロナウイルスの感染者も全国的に低い水準となっており、事業も徐々に実施で

きるものが増えてきました。来年も感染症対策を講じながら、皆さんのニーズに合うような、社

会教育・体育・図書館事業を実施していきたいと思います。 

来年も皆さんのご参加どしどしお待ちしております！！          中田 

 

★図書館・社会教育・体育施設の年末年始休館日★ 

12 月 31 日（金曜日）～1 月 5 日（水曜日） 


