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２０１７年３月１日号 

町からの 

平成２９年第１回興部町議会定例会の開催について   

平成２９年第１回興部町議会定例会が、３月７日（火）午前１０時より開会されます。 

※一般質問は、３月１３日（月）午前１０時からの予定です。 

 傍聴される方は、当日、係員の指示に従って傍聴されますようお願いいたします。 

健康推進係からのお知らせ  

１．３月に実施する健診事業 

事 業 名 期 日 受付時間 会 場 

乳幼児相談 ３月 1０日（金） １３：３０～１５：００ 
福祉保健総合センター

「きらり」 

１歳６ヶ月児・

３歳児健康診査 
３月２３日（木） １２：３０～１５：３０ 

福祉保健総合センター

「きらり」 

※対象となるお子さんのいるご家庭へは、健診日が近くなりましたらご案内をお送り

いたします。 

２．ヘルスアップ教室（一般コース）のご案内 

健康づくりに関心があり、運動実践を希望される方ならどなたでも参加できます。 

この教室に参加して、運動・栄養の実践学習を通し、ご自身の生活習慣を振り返りながら、

日々の健康づくりの工夫点を見つけてみませんか？ 

ご都合に合わせて参加できる回のみでも大歓迎です。 

楽しく運動実践!! 気になる栄養も学んで♪ より健康的に過ごしましょう。 

（１）日 程（全 6回）   

  日 時 内  容 

第 6回 
３月７日（火） 

10:30～12:00 

講師による運動講話 

運動実践（柔軟体操・筋力トレーニング・有酸素運動など） 

（２）会 場  興部町福祉保健総合センター「きらり」  

（３）参加料  無料 

（４）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  

（５）申し込み、問い合わせ先 

福祉保健総合センター「きらり」内 福祉保健課 健康推進係 ℡ 82 – 4170 

３．平成２８年度 乳がん・子宮頸がん無料検診について 

 乳がん・子宮頸がんの各検診につきまして、【無料クーポン券】を特定の年齢に達した方

へ配布しております。 

●乳がん検診 40～60 歳 ●子宮頸がん 20～40 歳 それぞれ 5歳刻みの年齢の方 

 

今年度の【無料クーポン券】の期限につきましては 

平成 29 年 3 月 31日（金）までとなっております。 

 

期限が迫ってきておりますので、早めの受診をお勧めいたします。 

※該当となっている方へは個別にご案内しております。 

◎申し込み、問い合わせ先 

福祉保健総合センター「きらり」内 福祉保健課 健康推進係 ℡ 82 – 4170 

４．【体操体験会】のお知らせ 

“身体を動かしてスッキリしたい”“足腰の筋力をつけたい（保ちたい）”“冬太りを予防し

たい”“仲間と一緒に楽しく運動したい”・・・など、様々な運動目的に対応した『体操体験

会』を実施しています。運動不足になりがちなこの冬を健康的に過ごすために、身近なとこ

ろで気軽に身体を動かしてみませんか？ぜひお気軽にご参加ください♪♪ 

（１）日 時  第３回目 平成２９年 ３月１７日（金）１３：３０～１５：００ 

※運動講師のＤＶＤ映像による実践指導になります。 

（２）会 場 興部町福祉保健総合センター「きらり」 会議室・健診室 

（３）対 象 健康づくりや運動に関心のある方 

※運動経験がない方も大歓迎、痛みや体力の差などに応じ個人のペースで実践できま

すので心配なさらずご参加ください。 

（４）内 容 体操の実践（柔軟体操・筋力体操・リズム体操・ボール体操 等） 

健康ミニ講話、各種レクリエーション 等 

（５）持ち物 飲み物、タオル など 

※室内はフロアのため上履きは不要です。 

※会場には冷たいお茶・温かいお茶を用意していますのでご利用ください。 

（６）参加料 無料 

（７）申し込み・問い合わせ先 

    福祉保健総合センター「きらり」 福祉保健課 健康推進係 ℡82-4170 

 

 

 

 

 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ ３月１日号  

住民スクールバス「秋里線・豊野線」の運行時刻変更について  

３月４日より、JR 北海道によるダイヤ改正に伴い住民スクールバス「秋里線・豊野線」

の月曜日～土曜日朝便の運行時刻が変更になりますので、ご利用される方は目的地への出発、

到着時刻等についてご確認されますようお願いいたします。 

 なお、変更後の「興部町住民スクールバス時刻表」につきましては、アニュウ、役場、国

保病院、沙留バスターミナルに配置しますので、必要な方は各施設からお持ち下さい。 

【住民スクールバス「秋里線・豊野線」朝便のみ運行時刻の変更】 

全て１０分早くなります 
路線名 

 

停留所名 

秋里線 
（現 行） 

 秋里線 
（変更後） 

路線名 

 

停留所名 

 豊野線 
（現 行） 

  豊野線 
（変更後） 

興部 7：０７ 

⇒ 

変 

 

更 

⇒ 

６：５７ 興部 ７：０７ 

 

⇒ 

変 

 

更 

⇒ 

 

６：５７ 

中学校前 ７：１２ ７：０２ 中学校前 ７：１２ ７：０２ 

秋里入口 ７：１５ ７：０５ 豊野入口 ７：１７ ７：０７ 

６線 ７：１８ ７：０８ 高橋前 ７：１９ ７：０９ 

９線 ７：２１ ７：１１ 三区入口 ７：２０ ７：１０ 

１１線 ７：２２ ７：１２ 旧豊野小前 ７：２２ ７：１２ 

旧秋里小前 ７：２３ ７：１３ 橋田前 ７：２４ ７：１４ 

１４線 ７：２５ ７：１５ 小滝前 ７：２６ ７：１６ 

１７線 ７：２７ ７：１７ 川原田前 ７：２７ ７：１７ 

渡辺前 ７：２９ ７：１９ 安部前 ７：２９ ７：１９ 

１７線 ７：３１ ７：２１ 川原田前 ７：３１ ７：２１ 

１４線 ７：３３ ７：２３ 小滝前 ７：３３ ７：２３ 

旧秋里小前 ７：３５ ７：２５ 橋田前 ７：３５ ７：２５ 

１１線 ７：３６ ７：２６ 旧豊野小前 ７：３７ ７：２７ 

９線 ７：３７ ７：２７ 三区入口 ７：３９ ７：２９ 

６線 ７：３９ ７：２９ 高橋前 ７：４０ ７：３０ 

秋里入口 ７：４２ ７：３２ 豊野入口 ７：４２ ７：３２ 

中学校前 ７：４５ ７：３５ 中学校前 ７：４７ ７：３７ 

興部 ７：５０ ７：４０ 興部 ７：５２ ７：４２ 

  （企画財政課 地域振興係） 

 

 

 

名士バス・北紋バスの運行時刻変更について  

３月４日より、JR 北海道によるダイヤ改正に伴い、名士バス・北紋バス「名寄～興部～

紋別」間の一部運行時刻及び、北紋バス「雄武線（紋別高校～興部～雄武高校入口）」の一

部運行時刻も変更になりますので、ご利用される方は目的地への出発、到着時刻等について

ご確認されますようお願いいたします。 

 尚、「名士バス時刻表」は全戸配布しますが、「北紋バス時刻表」は、アニュウ、役場、国

保病院、沙留バスターミナルに配置しますので、必要な方は各施設からお持ち下さい。 

※変更便の主要停留所時刻は以下のとおりです。 

【名士バス・名寄→興部 一部運行時刻の変更】 

 現行  変更後 現行  変更後 現行  変更後 

名寄駅前 10：27 

⇒ 

10：17 15：22  

⇒ 

14：47 20：24  

⇒ 

21：12 

下川 10：55 10：45 15：50 15：15 20：52 21：40 

西興部 11：30 11：20 16：25 15：50 21：27 22：15 

興部 12：00 11：50 16：55 16：20 21：50 22：40 

【名士バス・興部→名寄 一部運行時刻の変更】 

 現行  変更後 現行  変更後 

興部 7：55  

⇒ 

7：45 14：50  

⇒ 

14：00 

西興部 8：22 8：12 15：17 14：27 

下川 9：00 8：50 15：55 15：05 

名寄駅前 9：27 9：17 16：22 15：32 

【北紋バス・興部→紋別 一部運行時刻の変更】 

 現行  変更後 現行  変更後 現行  変更後 

興部 8：15 
⇒ 

8：05 17：30 
⇒ 

17：20 21：55 
⇒ 

20：45 

紋別 8：55 8：45 18：10 18：00 22：35 21：25 

【北紋バス・雄武線 一部運行時刻の変更】   

 現行  変更後 

 

 現行  変更後 

紋別高校 13：53  

⇒ 

13：46 雄武高校 15：30  

⇒ 

15：23 

紋別 13：59 13：52 興部 16：06 15：59 

興部 14：45 14：38 紋別 16：50 16：43 

雄武高校 15：22 15：15 紋別高校 16：58 16：51 

 

（企画財政課 地域振興係） 

 

 

 

 



町からのお知らせ －3－ ３月１日号  

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「２０１７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：平成２９年 3月１３日（月） 

模範滑降   18時 30分～19時 30 分 自由見学 

     ジュニア講習 19 時 30分～20時 30 分 

（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：興部町教育委員会 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、3３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 

興部中学校吹奏楽部スプリングコンサートのお知らせ   

興部中学校吹奏楽部では、次のとおりコンサートを開催しますので、お知らせします。 

◎日 時 ３月１９日（日） 開場１３：００ 開演１３：３０ 

◎場 所 興部中学校体育館 

◎入場料 無 料 

◎曲 目 青春の輝き、前前前世 など 

～興部中学校吹奏楽部より～ 

  今回の演奏会は、地域の皆様や引退した３年生に感謝の気持ちを伝えるために「音返し」 

（おんがえし）というテーマにしました。来てくださった方全員に音返しできるように、 

部員全員で一生懸命演奏します！ぜひ来てください！ 

 

 

 

 

第３４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。 

１．日  時 平成２９年３月２６日（日） 午前９時から 

２．場  所 興部町農業者トレーニングセンター 

３．主  催 興部町卓球協会 

４．後  援 興部町教育委員会 

５．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 

６．出場資格 興部町・西興部村・滝上町・雄武町・紋別市在住者 

７．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。 

８．表  彰 優勝から３位まで賞品を贈る。 

９．参 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。 

10．申込期限 ３月１３日（月）までお申込みください。 

11．申 込 先     〒０９８－１６１６ 興部町本町  

坂東孝幸 （℡８２－２７３２ ｆａｘ兼） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１日で 
町内・町民の 
交通死亡事故ゼロ３４８５日 

スピードダウンとシートベルトの全席着用 

3500日まであと１５日です！ 

【達成日：平成29年3月16日】 


