
令和４年度の社会教育施設の定期使用について、前年度の定期使用団体には郵送にて定期使用に係る承認申請書

を送付しておりますが、新規で社会教育施設を定期使用したい方がおりましたら、社会教育係までご連絡ください。 

なお、他の方と使用希望日が重複した場合には、日程調整をさせていただくことがありますので、ご理解いただ

きますようよろしくお願い致します。 

●申請期間 ～３月１４日（月曜日）迄 

●問 合 せ 教育委員会 社会教育係 ℡８２－２５５２ 

 

「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。 

「学びたい」という意思を唯一の入学資格とする北海道の生涯学習の学園です。入学は無料で、生涯にわたる

学習を目標にしていますので卒業はありませんが、一定の単位を取得すると称号などが与えられます。詳しくは、

『道民カレッジホームページ』または、教育委員会までお問合せください。 

 

 

 長寿大学では、学生を募集しています。一緒に「仲間づくり」・「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・創作活動等） ②バス遠足（果物狩り等） ③クラブ活動 

■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 ℡８２－２５５２ 
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令和４年度社会教育施設定期使用について 

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。 

「道民カレッジ」で人生を豊かに！ 

令和４年度「おこっぺ長寿大学」学生大募集！ 

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


 
 
～リフト運行時間の変更について～ 
 ３月より町営スキー場のリフト運行時間を下記の通り変更いたしますので、ご利用の際にはご注意いただき
ますよう、よろしくお願いいたします。 
●リフト運行時間 
 〇月～金曜日 18 時～21 時（ナイター運行のみ） 
 〇土曜日     9 時～21 時（リフト運休時間：12 時～13 時／16 時～18 時） 
 〇日曜、祝日   9 時～17 時（リフト運休時間なし） 
 

～3 月 6 日（日曜日）リフト無料開放～ 
 クローズ前にリフト無料開放を行います。ゲレンデコンディションが良いうちに興部での今シーズン最後
の滑りをお楽しみください。 
 

～3 月 13 日（日曜日）クローズ予定～ 
 今年度の町営スキー場のクローズは 3 月 13 日（日曜日）を予定しておりますが、3 月につきましては天
候及びゲレンデ状況によりクローズが早まる場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。 
※クローズが早まる場合につきましては、町営スキー場ヒュッテ内に掲示してお知らせいたします。 
 
～忘れ物にご注意を‼～ 
 町営スキー場に置き忘れているスキー用具等につきましては、クローズ予定の 3 月 13 日（日曜日）まで
にお持ち帰りいただきますようよろしくお願いいたします。なお、クローズ後に放置されている場合は処分い
たしますのでご了承願います。 
 
●問合せ 町営スキー場ヒュッテ内事務所【営業期間中】（℡ 82-4000） 
     教育委員会 社会教育課 体育振興係（℡ 82-2552） 

  令和4 年度の体育施設の定期使用について、前

年度の定期使用団体には、郵送にて定期使用に係

る承認申請書を送付いたしますが、新規で体育施

設を定期使用したい方がおりましたら体育振興

係までご連絡ください。 

 なお、使用希望日が重複した場合には日程調整

をさせていただくことがありますのでご理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

●申請期間 3 月1 日（火曜日） 

～3 月1８日（金曜日） 

●問 合 せ 教育委員会 社会教育課  

体育振興係（℡ 82-2552） 

～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 3 月22 日（火曜日） 

10 時～11 時30 分 

      ② 3 月28 日（月曜日） 

19 時～20 時30 分 

●定 員：15 名 

●会 場：①興部町中央公民館 講堂 

     ②総合センター 第１研修室 

●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。 

 

 

 

 

 

 

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 

～スキー場からのお知らせ～ 

～令和 4 年度体育施設 

       定期使用について～ 

～体育施設の使用について～ 

昨年度より新型コロナウイルス感染症予防対策と
して各体育施設にサーキュレーターを設置しました
ので、ご活用ください。 

また、興部トレセンのサーキュレータースイッチは
4 台すべて設置されている場所の下の壁に移動しま
したので、お知らせします。 



 將 

 

★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 ３月９日（水曜日） 午前11時から 

◎対 象 0歳～3歳児程度 

◎日 時 ３月１２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 

 

  
 

◆沙留公民館に料理本コーナー設置 

 沙留公民館ロビーに新しく受入した 

料理本のコーナーを設置しました。 

和食の本、お鍋の本、お弁当の本、 

スープの本、お菓子の本など様々な 

ジャンルの本を揃えています。 

開館時はいつでもご利用できますので 

どうぞご利用ください。貸出も可能です。 

  

■読書感想文コンクール入賞者発表 
図書館では各学校に協力してもらい読書感想文コンクールを実施しています。 

今年度の入賞者が決まりましたのでお知らせいたします。入賞作品は作品集として発行し図書館で貸出しています。 

【小学校1年生の部】 

最優秀賞 沙留小 大西萌さん                   

優秀賞 興部小 畔川みずほさん 

優秀賞 興部小 内ケ島吹愛さん 

優秀賞 沙留小 佐藤阿丸さん 

佳  作 興部小 内木康生さん 

佳  作 興部小 今須悠真さん 

佳  作 沙留小 古山葵さん 

 

【小学校４年生の部】 

最優秀賞 興部小 道坂楓さん                   

優秀賞 興部小 林あかりさん 

優秀賞 沙留小 田島梨恋さん 

優秀賞 沙留小 藤枝由愛さん 

佳  作 興部小 前田さくらさん 

佳  作 興部小 山田虎汰朗さん 

佳  作 興部小 野上歩夢さん 

 

【小学校２年生の部】 

最優秀賞 興部小 佐藤茅愛さん                   

優秀賞 沙留小 白浜櫂さん 

優秀賞 沙留小 加賀ななせさん 

優秀賞 沙留小 藤井大翔さん 

佳  作 興部小 根本裕ノ助さん 

佳  作 興部小 長岡樹さん 

佳  作 興部小 野上琉音さん 

 

【小学校３年生の部】 

最優秀賞 沙留小 大屋美稀さん                   

優秀賞 沙留小 田島琉太さん 

優秀賞 興部小 伊藤瀬那さん 

優秀賞 興部小 西浦怜さん 

佳  作 興部小 渡邉星太さん 

佳  作 沙留小 佐藤優來さん 

佳  作 沙留小 佐藤愛菜さん 

 
【小学校５年生の部】 

最優秀賞 沙留小 櫻井胡依さん                   

優秀賞 沙留小 加賀崇太さん 

優秀賞 興部小 小島実果さん 

優秀賞 興部小 安東瑚那さん 

佳  作 興部小 近藤有さん 

佳  作 興部小 吉田隆治さん 

佳  作 興部小 櫻木煌将さん 

 

【中学生の部】 

最優秀賞 3年生 鎌田柊矢さん                   

優秀賞 3年生 林晴斗さん 

優秀賞 3年生 尾本悠真さん 

優秀賞 3年生 岩田櫻花さん 

佳  作 3年生 中川美希さん 

佳  作 2年生 佐野柊さん 

佳  作 1年生 水木愛乃さん 

 

【小学校６年生の部】 

最優秀賞 沙留小 笹岡紅羽さん                   

優秀賞 興部小 内木健生さん 

優秀賞 興部小 阿部颯太朗さん 

優秀賞 沙留小 菅原望央さん 

佳  作 沙留小 松本梨来さん 

佳  作 沙留小 佐藤純也さん 

佳  作 興部小 高橋りんさん 

 
【高校生の部】 

最優秀賞 2年生 柄澤千華さん                   

優秀賞 2年生 鈴木菜月さん 

優秀賞 2年生 池川あいらさん 

優秀賞 1年生 三島瑠生さん 

佳  作 2年生 陶愛梨さん 

佳  作 2年生 小山理子さん 

佳  作 1年生 滝川奈保子さん 

 

 

皆さんが、本を読んで感動したこ 

と、面白いと思ったことなど素直な 

気持ちが書かれており、読書を 

楽しんだことが伝わる作品ばかり 

でした。 

★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) 

 

 

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 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

・興部中学校 

 

２ 

まきば号（図） 

・幼稚園 

・興部小学校 

・宇津地区 

３ 

まきば号（図） 

・沙留地区 

 

４ ５ 

 

６ 

 

７ 

休館日（図） 

８ 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

 

９ 

えほんのじかん

（図） 

まきば号（図） 

・幼稚園 

・興部小学校 

 

１０ 

まきば号（図） 

・秋里地区 

 

１１ 

 

１２ 

えほんのじか

ん（図） 

１３ 

 

１４ 

休館日（図） 

１５ 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

 

１６ 

まきば号（図） 

・幼稚園 

・興部小学校 

・宇津地区 

１７ 

まきば号（図） 

・沙留地区 

 

１８ 
 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 

休館日（図） 

春分の日 

 

２２ 

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） 

２３ 

 

２４ 

まきば号（図） 

・秋里地区 

 

 

２５ 

 
２６ 

 

２７ 

 

２８ 

休館日（図） 

スローエアロビ

ック教室（体） 

２９ 

まきば号（図） 

・沙留保育所 

・興部保育所 

 

３０ 

まきば号（図） 

・宇津地区 

３１ 

まきば号（図） 

・沙留地区 

 

  

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。 

３月 

編集後記 

 社会教育 事業カレンダー 202２ 

最近の降雪量の多さにうんざりさせられますが、日々除雪や排雪作業を従事していただき大変

感謝しております。スキー場のオープンも残りわずかとなりました。残り少ない期間みなさんご

家族などでスキー場へお越しください！お待ちしております！      おこっぺ次郎 


