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町からの 

小児予防接種日変更のお知らせ  

４月 1 日より興部国保病院での小児予防接種の実施曜日が変更になりますので、お間違え
の無いようご注意ください。 

小学校就学前 毎週月曜日 １４：３０～１６：３０ 
小学生以上  毎週水曜日 １５：３０～１６：３０ 

※予防接種の予約は     国民健康保険病院   ℡８２－２３１０ 
接種間隔や予定の相談は  きらり 健康推進係  ℡８２－４１７０ まで 

健康推進係からのお知らせ  

◎３月に実施する健診事業 
１歳６ヶ月児・３歳児・乳児健康診査  

３月２２日（木） １２：３０～１５：３０ （場所～きらり） 
※対象となるお子さんのいるご家庭には、ご案内をお送りいたします。 

◎ヘルスアップ教室（第６回）のお知らせ（参加費無料） 
冬場の運動不足解消に、楽しく運動しませんか。 

○日 時 ３月７日（水）１０：３０～１２：００ 

○会 場 きらり 

○内 容 講師による運動講話・運動実践 

○講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー  

◎元気はつらつ体操教室（第４回）～簡単にできる健康体操～のお知らせ（参加費無料） 
目的別に運動講師の実践指導を行います。「健康で長生き！」を目指して、仲間と一緒に

継続した運動を実践してみませんか。 

○日 時 ３月１３日（火）、１４日（水） １３：３０～１５：００ 

○会 場 火曜日：きらり 水曜日：沙留公民館 

○対 象 おおむね６５歳以上の方 

○内 容 講師による講話・運動実践（イスに座ってできる体操です） 
アンチエイジングをテーマとした運動です。 
その他、体力測定もあります（脚力やバランス能力等）。 

○講 師 一般社団法人 地域ウエルネス・ネット フィットネスアドバイザー 

■お問い合わせ先 福祉保健課 健康推進係 （８２－４１７０） 

新興部中学校 校舎内覧会のお知らせ  

この度、新たな興部中学校改築工事が平成２８年９月１６日から着工し、平成３０年１月

３０日に完成し備品関係の納品も終了致しました。現在は、平成３０年４月６日の開校入学

式に向け準備を進めているところであります。 

つきましては、町民の皆様に興部中学校と沙留中学校が統合し新たな中学校として開校す

る新興部中学校を視察して頂きたくご案内を申し上げます。 

また、資料等を準備する関係がございますので、お手数ではありますが教育委員会 管理

課へ３月１５日（水）までに電話等にて申し込みをお願い致します。 

◎内覧会日時   ３月１８日（日） １回目  １０：３０ ～ 

                  ２回目  １３：３０ ～ 

※資料の配布等がございますので、内覧開始時間１０分前には、お集まりください。 

◎集 合 場 所   新 興部町中学校 （興部町春日町） 

       ※現興部中学校体育館横の通路から入り、奥に駐車スペースあり。 

◎参加申込先   教育委員会 管理課  ℡  ８２－２５５２ 

                  FAX ８２－３０１１ 

E-mail:okp-k.kanri@town.okoppe.lg.jp 

◎お問合せ先   興部町教育委員会 管理課  

中学校改築準備室 担当 大石徳博 

『全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）』        
全国一斉情報伝達訓練の実施について（第２回） 

「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」全国一斉情報伝達訓練の２回目を下記のとおり実

施いたします。 

 このシステムは、国民保護、地震、津波、気象、災害、武力攻撃などの発生時に迅速に対

応するため、消防庁から発信される情報を役場の機器で受信し、住民に防災スピーカー等を

通じてお知らせするもので、定期的に訓練を行い非常時に備えるものです。 

 ※今回の訓練は、住民の方々に参加・行動をお願いするものではありません。 

  ◎日  時  ３月１４日（水） １１：００頃 

  ◎実施区域  興部町内全域 

 ◎訓練内容  防災用のスピーカーより試験音声が流れます。実際の災害やミサイル発

射とお間違えのないようにお願いいたします。 

（総務課情報管理係・住民課住民活動・環境係） 

お知らせ 
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住宅入居者募集のお知らせ  

興部町では、次の住宅について入居者を募集します。 

申込者に応じて、申込時の必要書類が異なりますので、お早目にご相談ください。 

＜公営住宅＞ 所得の月額基準：158,000 円以下（裁量階層 214,000 円以下） 

【新規掲載の住宅】  

団地名 
募集 

戸数 

建設年度 
構造等 

間取り 
法定家賃 

管理番号 面積 

元町団地 １戸 
Ｓ５９ セラミックブロック造 

平屋建 

3ＬＤＫ 

67.50 ㎡ 

14,000～ 

20,600 円 ２９９ 

※家賃の他に共益費が別途加算されます。 

 元町団地：2,000 円（石油給湯器使用料 2,000 円） 

【先月に引き続き募集している住宅】 

栄町団地（Ｆ棟）２DK １戸、泉町団地（２号棟）２LDK １戸、（３号棟）３LDK １戸

新沙留団地 ３LDK 1 戸、2LDK １戸 

＜産業振興住宅＞ 申込資格者：有職単身者のみ 

【先月に引き続き募集している住宅】 

 産業振興住宅 １LDK １戸 

 ※家賃の他に共益費（石油給湯器使用料 2,000 円）が別途加算されます。 

＜特定公共賃貸住宅＞ 所得の月額基準：158,001 円～487,000 円 

【先月に引き続き募集している住宅】 新沙留団地～３LDK １戸、２LDK １戸 

〈注意事項〉 

※募集住宅の詳細は、興部町ホームページ（http://www.town.okoppe.lg.jp）または、 

下記へお問い合わせください。 

※家賃は、所得に応じて変わります。 

※所得の月額基準の裁量階層は、同居者に小学校就学前の方がいる場合など、一定の条件 

を満たす方が対象となります。 

※原則、入居時に法定家賃の 3 ヶ月分を敷金として納めていただきます。 

【入居申込資格】 

・町税・上下水道料・保育料等に未納が無い方で、連帯保証人が１名いること。 

※他にも要件等がありますので、詳しくは、下記へお問い合わせください。 

【申込期限】 ３月１５日（木） １７：１５まで 

【問い合わせ先】 建設課 建築維持係（℡８２-２１６６） 

酒井拓也氏 スキー講習会のお知らせ  

酒井拓也氏は、中学生まで興部町豊野に在住し、現在新潟県のスキー連盟に所属し全日本

で活躍しております。本年、北海道ルスツリゾートスキー場で開催されます「２０１８年全

日本スキー技術選手権大会」に出場し、大会終了後に興部町へ来町されます。 

全日本トップクラスの滑りを見にぜひスキー場までお越しください。 

◎日 時  ３月１２日（月） 

模範滑降   １８：３０～１９：３０ 自由見学 

      ジュニア講習 １９：３０～２０：３０ 

（級別テスト２級以上の小中学生対象） 

      ※スキー場クローズ時は室内で理論研修 

◆お問い合わせ 教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

（酒井拓也氏 略歴） 

興部町豊野出身、3４歳。中学生まで興部町に在住し、釧路高等専門学校に進学。卒業後、

長野県のスキー専門学校に進学する。長野県白馬村の八方尾根スキースクール講師を経て、

現在は新潟県「妙高高原 池の平温泉スキー場」の妙高スノーアカデミー主任講師として指

導に当たっている。 

・SAJ 新潟県スキー連盟所属 

・全日本スキー技術選手権大会戦績 

２０１３年 ２５位、２０１５年 ３６位、２０１６年 ４０位、２０１７年 ４９位 

コアトレーニング教室のお知らせ  

コアトレーニングとは、一般的には体幹トレーニングといわれるものです。体幹を鍛える  

ことにより、怪我の防止や体のラインが美しくなるなどのダイエットにも効果があります。 

今回の教室では、サルサなどのラテン系の音楽とダンスを組み合わせて作られたダンス  

エクササイズ「ZUMBA（ズンバ）」を取り入れます。 

 思いっきり汗をかいて楽しく運動しましょう！ 

 ◎日 時  ３月 14 日（水） １８：３０ ～ ２０：００ 

 ◎場 所  中央公民館 講堂 

 ◎講 師  嶋崎 裕美 

【JCCA（日本ｺｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝﾆﾝｸﾞ協会）ひめトレ教育ﾄﾚｰﾅｰ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾄﾚｰﾅｰ】    

            【AFAA Zumba ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ・ Aqua Zumba ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】 

 ◎対 象  中学生以上 

 ◎定 員  ３０名 

 ◎締 切  3 月 9 日（金） 

 ◎持ち物  動きやすい服装、運動靴、飲物、タオル 

 ◎問合せ  教育委員会 社会教育課 体育振興係 ℡８２－２５５２ 

 



町からのお知らせ －3－ ３月１日号  

引越し等による大量のごみの排出について  

３月に入り、引越し等で大量のごみを排出することがあるかと思います。そのような場合

につきましては、特に下記の事項に注意してごみの排出にご協力願います。 

【大量の粗大ごみについて】 

通常のごみ収集業務で収集できないほどの大量の粗大ごみを個人で排出する場合には、町

の許可を得て、紋別市の「西紋別地区広域ごみ処理センター」に搬入することができます。 

なお、毎週少しずつゴミステーションに出していただければ、通常通り収集することがで

きますので、できる限り計画的な排出をお願いします。 

【家電製品について】 

テレビや冷蔵庫などの家電リサイクル対象品は、別途家電リサイクルの手続きが必要とな

りますので、粗大ごみとしてゴミステーションに出さないで下さい。小型家電については、

役場・出張所設置の無料回収ボックスをご利用ください。 

【分別された大量のごみについて】 

 指定袋に入れる・十文字にひもで縛るなど、正しい方法で分別されたごみについては、役

場担当者が確認後に、個人で直接興部の処理場に持ち込むことが可能ですので、事前に役場

担当までご連絡ください。連絡なく処理場へ持っていっても受け入れできませんのでご協力

をお願いします。 

【その他】 

その他事情により大量にごみを排出する予定がある方は、必ず、事前に担当係までご相談

頂きますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

◎お問合せ先 住民課 住民活動・環境係 ℡８２－２１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５回戸田杯争奪紋別地方卓球大会のお知らせ   

卓球協会では、次のとおり卓球大会を開催いたしますので、多数のご参加をお待ちして

おります。 

◎日  時 ３月２５日（日） ９：００～ 

◎場  所 農業者トレーニングセンター 

◎種  目 ①男子シングルス ②女子シングルス ③男子ダブルス ④女子ダブルス 

  （選手がいなくてダブルスが組めない場合は、申込先まで相談ください） 

     ※小学生・中学生・高校生の出場可 

◎出場資格 興部町・西興部村・滝上町・雄武町・紋別市在住者 

◎競技方法 ・トーナメント方式 

      ・硬式球を使用し、１１ポイント５セットマッチ 

      ・選手者は、背中にゼッケンをつけること 

◎参 加 料 シングルス ５００円 ダブルス ８００円 ※参加料は、当日申し受けます 

◎申込期限 ３月１２日（月）までお申込みください 

◎申 込 先 〒098-1616 興部町本町 坂東孝幸 （℡８２－２７３２ ｆａｘ兼） 

ハンマークラヴィア北海道２０１８ｉｎおこっぺ 
     「中川和子 ピアノコンサート」のお知らせ 

このたびピアニスト中川和子さんのピアノコンサートを開催いたします。今回は「エリ

ーゼの会」の生徒（興部・雄武・西興部）との連弾もありますので、たくさんのご来場を

お待ちしています。 

◎日   時  ３月１０日（土） １８：３０開場 １９：００開演 

◎場   所  総合センター 

◎入 場 料  無 料 

◎曲   目  ・モーツァルト ソナタ イ長調Ｋ．331「トルコ行進曲つき」 

        ・ショパン   バラード第１番ト短調 Op.23  

◎連弾曲出演者 田尾今日子：ベートーヴェン「トルコ行進曲」 

森田 真由：パッヘルベル「カノン」 

西村 珠実：チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第１番第１楽章」 

栗山 琴和：モーツァルト「ソナタ K.V.No19ｄ 第１楽章」 

◎お問合わせ  ハンマークラヴィアおこっぺ   

○芦澤 麗子（℡０８０-１８９５-６５６６） 

○横内美年子（℡０９０-８８９６-５８４２） 

平成３０年３月１日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３８５０日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 


