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・高校生～39歳の部
・40歳～59歳の部
・60歳以上の部

・高校生～29歳の部
・30歳～49歳の部
・50歳以上の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

一
般
高 校 生
小中学生

2,000円
1,500円
1,000円

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

小 学 生

500円

3,500円

ファミリーの部
※子どもは小学３年生以下の小学生とします。
※大人は子どもの保護者となる方とします。
※１組２名（子ども１名・大人１名）以上で４名まで参加できます。
●小学生以上の健康な方で、申し込
みの種目を支障なく完走できる人
なら、どなたでも参加できます。
●年齢起算は７月３日現在の
満年齢とします。
●高校生以下の参加者は、種目を問
わず保護者の承諾が必要です。
●小学生の参加者は、種目を問わず
保護者の引率が必要です。

申込期限

１
組
2,000円
※人数追加の場合
大 人 1名 1,500円増
子ども 1名 500円増

５月22日㈰

当日消印有効

●郵便振替・インターネット・
携帯サイトからの申し込みが可能です。
●申込書は体育施設・しるべっとにて配布し
ています。
●くわしくは大会ホームページでご確認く
ださい。
〈大会ＨＰ〉http://www.zncs.or.jp/330
〈facebook〉https://www.facebook.com/330marathon
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緑の少年団

なかしべつ冒険クラブ

☎72－2190

団員募集!!

大自然をフィール
ドに、たくさんの楽
しい思い出を作りま
しょう！

定例自然観察会のお誘い
郷土館では４月から９月までの毎月１回、ど
なたでも参加できる定例観察会を行います。
観察対象は、植物、野鳥、昆虫など自然全

生涯学習情報

中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm

活動内容／毎 月２回程度。
（土日に野外活動を
１回。平日に屋内で事前学習等を１
回）
対象・定員／町 内の小学１年生～６年生 10 名
程度（先着順）
締め切り／電 話にて４月 13 日㈬までに申し込
みください。後日入団案内を送りま
す。第１回目の活動は４月 22 日㈮
を予定しています。
会
費／年 会 費 12,000 円、育 成 会 費 2,000
円、その他帽子・スカーフ代等がか
かります。
申込・問合先／事務局（桐島）☎ 72 － 4250
※くわしい活動内容はホームページをご覧くだ
さい。
http://boukenclub2004.web.fc2.com/

般。興味のある方の参加をお待ちしています。
開 催 日：毎月第4火曜日
〔予定日〕４月26日、５月24日、６月28日、
７月26日、８月23日、９月27日
集合時間：午前９時30分（１～２時間）
集合場所：中標津町郷土館
観察場所：丸山公園周辺
服装・持ち物：天候に合わせた服装、（あれば双
眼鏡、ルーペなど）
※荒天の場合は中止になります。ご自身で判
断願います。
※変更については、郷土館にお問い合わせい
ただくか、館内の掲示板をご覧ください。
※申し込みは不要です。

平成28年度
 チャイルドアドバイザー募集
児童館および児童センターで、次世代を担う
子どもたちの豊かな人間性と創造性を育む指導
者を「チャイルドアドバイザー」として登録し
ています。趣味や特技などを通じて、子どもた
ちに自分たちの経験や想いを伝えてみません
か？
昨年度は、手芸、絵手紙、フォークダンス、
リボン、英会話、ヨガ、昔遊び、日本の伝統的
文化などを教えていただきました。ジャンルは
問いません。個人および団体でも登録すること
ができます。

第35回じどうかん祭り 実行委員
募集

今年の「じどうかん祭り」も、
それぞれの児童館を会場に開催する予定です。
各児童館への移動も昨年同様、児童館連絡バス
を運行しますので、楽しみにしていてください。
今年のテーマは
「おはなしの世界」です。各児
童館が絵本の中の世界になります。子どもたちと
一緒に、お祭りの企画や運営に携わる実行委員
になって、子どもたちがいきいきと活動し、楽し
めるお祭りを一緒に盛り上げていきませんか！

「第35回じどうかん祭り」

いずれも、募集締め切りは、4月28日㈭です。
詳細は、中標津町児童センターにお問い合わ
せください。

電話73－3001（FAX兼用）

と き / 平成 28 年 10 月２日㈰
ところ / 各児童館

◎中高校生のおまつり隊も募集しています！
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家庭教育・子育て支援情報

「児童館からの

お知らせ」

（前期）

スポーツ情報

学校開放事業 の
利用団体募集

・利用方法
〈市街地５校（中小・東小・丸小・中中・広中）を

問合先／社会体育係 ☎73－3111（内線276）

利用する場合〉
 定期的な利用を希望する団体が対象で、事前に
登録が必要です。

教育委員会では市街地校の体育館を、学校教
育に支障のない範囲で、下記のとおり団体のス
ポーツ活動に開放します。

 希望団体は４月８日㈮午後５時までに、所定の
用紙（教育委員会にあります）で教育委員会に申
し込みください。

・開放期間 今
 年５月から10月まで（土・
日曜日、学校行事で使用できな
い場合を除く）※祝日も開放
・開放時間 午後７時から９時30分まで
・対
象 10人以上の団体
・使 用 料 夜 間１時間（バドミントンコー
ト１面あたり）216円（税込み）

町パークゴルフ場

 申込団体を対象に、４月15日㈮午後７時より
役場にて説明会を行います。
※〈上記以外の学校を利用する場合〉
 利用日の７日前までに、学校に直接申し込みく
ださい。
 利用申請書は各学校にあります。その後、学校
施設係で許可を決定します。

シーズン券の
事前受付のお知らせ

○申し込みに必要なもの
・申込用紙（窓口にあります）
・利用者の顔写真（たて３cm よこ2.5cm）
・シーズン券料金
○料
金
森 林公園・正美公園パークゴルフ場共通
シーズン券
7,750円
正美公園パークゴルフ場単独シーズン券

3,750円
※障がい者は免除となりますので、手帳等を
提示ください。
※料金は申込時にお支払いいただきます。

緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場および計根別
正美公園パークゴルフ場の利用シーズン券を、
下記のとおり受け付けます。
○事前受付 ４月20日㈬から
○受付時間 午前９時～午後５時
○受付場所 ㈱中標津都市施設管理センター
（ゆめの森公園管理事務所）
中標津町北中２番地５
☎72－0473

【総合型地域スポーツクラブ】

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／４月６日・13日・20日・27日・５月４日
水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

と

き／４月11日・25日
月曜日 午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館 体育室

◇軽体操でさわやか気分

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／４月８日・15日・５月６日
金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館
問合先

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

と

き／４月11日・25日
月曜日 午後１時～３時
ところ／しるべっと 展示室

〒086－1148 中標津町緑ヶ丘６番地３
中標津町運動公園管理棟内 ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー 澤 野
㓛
TEL 72－8003 FAX 72－8009
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体育施設ホームページ

http://www.zncs.or.jp/gym/

財団主催 水泳教室 教室を通じてレベルアップを目指そう!
キッズベーシックスイム〈火曜日コース〉〈水曜日コース〉 申込締切 ４月24日㈰
象

日

程

備

考

小学１、２年生

定

員

受講料

30人

3,500円

（保険料込み）

〈火曜日コース〉５月10日～６月28日（全８回）午後５時30分～６時30分
〈水曜日コース〉５月11日～６月29日（全８回）午後６時～７時
※受講者は、７月から開催する財団スイミングスクール「Z's（ジーズ）」へ参
加することができます。くわしくは問い合わせください。
※平成27年度に同教室へ参加した方は受講できません。

申し込みについて
○体育館・プール窓口で、直接申し込みください。
○電話・FAX での申し込みはできません。
○定員を超えた場合は主催者にて抽選を行ないます。なお、少人数の場合は中止となることがあり
ますのでご了承ください。
○保険料は参加料に含まれており、主催者側で加入手続きを行います。

教室受講決定の発表について
○申込時に受付番号を配付します。締切日の翌々日午後１時から、温水プール・体育館の施設入口
と財団ホームページに、受講決定者の番号を掲示（掲載）します。
問合先
○受講決定の方は掲示内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。
中標津体育館
☎ 72 ー 2316
○電話および電子メールでの連絡はいたしませんので、ご注意ください。

水泳の指導に興味は ○７月から開催する Z's では、時間に余裕があり、水泳の指導に興味のある方を
ありませんか？
募集しています。ぜひ中標津体育館までお問い合わせください。

第28回 中標津町ソフトバレーボール大会
と

き

４月17日㈰

申込方法

参加者募集

と こ ろ

中標津体育館

対

・道東地区に在住および勤務してい

象

毎年盛り上がりを見せる、道東規模の大会！町
内からもたくさんの参加をお待ちしております♪

申込締切

る方

そ の 他
主
催
主
管
問 合 先

・道 東地区のソフトバレーボール
チームに所属している方
参 加 料

１チーム2,000円

夏季スポーツ施設

オープン予定日のお知らせ!
町営テニスコート
町営ふれあいテニスコート
町営野球場

※使用時間・使用方法については、らいふまっぷ
５月号でお知らせします。
※天候やコンディションにより、オープン日が変
更になる場合があります。

問合先／中標津体育館 ☎72－2316

オープン予定日

運動公園

施設名

中標津体育館で配付している所定の申
込用紙に必要事項を記入し、参加料を
添えて窓口へ申し込みください。
４月７日㈭
※休館日は受け付けできません。
くわしくは開催要項でご確認ください。
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津町ソフトバレーボール連盟
中標津体育館 ☎72－2316

５月１日㈰
５月８日㈰
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施設名
第１球技場・第２球技場

オープン予定日
５月28日㈯

スピードスケート場広場

５月７日㈯

第１球場・第２球場

５月３日（火・祝)

スポーツ施設の行事予定は、このページ上部記載のホームページ「施設別カレンダー」でご覧になれます。
このページの記事に関する問い合わせは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

対

スポーツ情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

図書館情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

こどもの読書週間
４月23日～５月12日は、
こどもの読書週間です。

図書館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/library/

「四角い本に

まあるい心」

★ごちゃまぜおたのしみ袋
複数の本から組み合わされた、不思議な題名がついた袋を貸し
出しします。何が入っているかは、開けてからのお楽しみ！

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★１日司書体験

★パパさんおはなし会


カウンター体験や図書館探検をします！
と き／①５月１日㈰、②５月７日㈯
午前９時45分～10時45分
ところ／中標津町図書館
対象・定員／小学生 ①②いずれも８名
※定員を超えた場合は抽選
申込み／４月８日㈮～22日㈮

「お父さん、絵本読んで！」

子育て中のパパ司書と一緒に絵本を読ん
でくれるお父さん（おじいちゃんも可！）
を募集しています。
と き／５月７日㈯
午後２時～２時30分
ところ／中標津町図書館おはなしコーナー
対 象／乳児～小学校低学年の子どもと保護者

★ぬいぐるみおとまり会
夜の図書館でぬいぐるみのおはなし会を開
催！その後、みんなのぬいぐるみたちは図書
館にお泊りをして冒険にでかけます。その様
子の写真のプ
レゼントと、
読んでいた絵
本の貸し出し
をします。

と き／４月23日㈯ 午後６時～６時30分
ところ／中標津町図書館
対 象／乳幼児～小学校６年生まで
定 員／先着50名
申込期間／４月８日㈮～17日㈰
撮影協力／E-Photo Club
※ぬいぐるみ・おもちゃは一人一つまで
※ぬ いぐるみのお迎えは４月24日㈰午後
３時から

★Tuna-kaiと12人の作家展

★トシちゃんのかみしばいショー

「手作りクレヨン工房トナカイ」（標茶
町）のクレヨンや絵の具で描かれた、絵本
作家、画家などの作品を展示します。展示
期間中、クレヨン体験コーナーでぬりえや
お絵かきが楽しめます！
と き／４月30日㈯午後１時～５月15日㈰
ところ／中標津町図書館内

弟子屈町の紙
芝居屋さん、フ
ジワラトシカズ
さんがやって来
る！何を読むか
はお楽しみ♪
と き／５月８日㈰ 午後１時30分～２時10分
ところ／しるべっと 町民ホール
申込は必要ありません。当日会場までお越
しください。

いずれも参加無料
申込先：中標津町図書館

☎73－1121

一般展示 『ゴールデンウィーク！』

４月の展示

児童展示 『チャレンジ！』
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文化会館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/shirubetto/

「五木先生の 歌う！SHOW学校」公開録画

観覧者
募集

※決定次第、音声案内やＮＨＫホームページなどでお知らせします。

申込方法／入場は無料ですが、入場整理券（１枚で２人まで入場可）が
五木ひろし
必要です。郵便往復はがき（私製を除く）でお申し込みくだ
さい。
【締め切り】５月９日㈪必着 （応募多数の場合は抽選）
※１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
※当選は１人１通とさせていただきます。
※郵便往復はがき以外での応募や記入もれのあるはがきは抽
選の対象外となります。また、摩擦熱等で文字が消えるボー
ルペンのご使用はお控えください。
山内 惠介
※インターネットオークション等での売買を目的としたお申
し込みは固くお断りします。なお、売買を目的としたお申し込みであると判明し
た場合には、抽選対象外とさせていただきます。
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは番組やイ
ベントのご案内、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。
放送予定／ 7月27日㈬ 午後８時 5分～９時30分（ラジオ第１／全国放送）
8月 6日㈯ 午後６時10分～６時44分（総合テレビ／全国放送）
ご案内／ＮＨＫ釧路放送局（24時間音声案内）
☎0154－44－4000、0154－44－4400
ホームページ http://www.nhk.or.jp/kushiro/
主 催／中標津町、中標津町教育委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、
ＮＨＫ釧路放送局

郵便往復はがき記入方法
＜往信用表面＞

＜返信用裏面＞

＜返信用表面＞

＜往信用裏面＞

前

6

所
名

何も書かないで
下さい
（抽選結果を
印刷して
お送りします）

⬆お客様の
郵便番号

住

返信

お

「歌う！ＳＨＯＷ学校」係

往信

ＮＨＫ釧路放送局

0 8 5 86 6 0

お客様の

•郵便番号
•住
所
•名
前
•電話番号

このページの記事に関する問い合わせは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

この番組は、歌手・五木ひろしさんを先生役に、懐かしい歌謡
曲から最新の音楽まで、歌いながら楽しく授業する音楽バラエ
ティ番組です。生徒役には豪華歌手や人気お笑い芸人の皆さんが
出演します。観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みくださ
い。
と き／６月１日㈬
午後５時30分開場 午後６時20分開演
午後８時50分終演予定
ところ／しるべっとホール
出 演／五木ひろし、山内惠介、川上大輔、川野夏美、西田あい、
テツandトモ、とにかく明るい安村、やしろ優 ほか （順不同）

生涯学習・文化芸術情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
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は、団体の登録申請が必要です。申請書は交
流センターおよびしるべっとの窓口でお求め
ください。交流センターは文化活動から軽ス
ポーツまで、幅広く活動できる施設です。新
規の団体も随時募集していますので、お気軽
に交流センター（☎78－2270）まで、お問
い合わせください。

計根別
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登録団体
受付中!

交流センターでは平成
28年度登録団体の受け
付けを行っています。定
期的に施設を利用するに

※問い合わせは、しるべっと（☎７３－１１３１）へ
※都合により、日程 ･ 会場などが変更になる場合があります。
※◎印のイベントチケットは、しるべっと窓口で販売しています。

◎大日本プロレス中標津大会
と

き／４月15日㈮

ところ／しるべっと

○書楽家時間中標津特別編６
と

午後６時30分試合開始

①午後１時～２時30分

コミュニティホール

②午後３時30分～５時

入場料／4,000円（当日1,000円増し）

③午後６時３０分～８時

18歳以下1,500円（当日のみ。要身分証）

※両日とも①～③の時間で実施します。

※小学生以下無料。（保護者同伴）
主

と

※全６回。それぞれ定員10人。

催／ＢＪサポートエンターテインメント

◎Love&Peace×Kikimimi
き／４月16日㈯

ところ／しるべっと

ところ／しるべっと

展示室

受講料／2,000円（材料費込み）

LIVE

午後６時30分開演

申し込み／しるべっとにて受付中。

コミュニティホール

その他／17日㈰午前11時～午後７時には、講師安
田有吾さんの作品展とお茶会を開催しま

入場料／1,500円（当日500円増し）

す。（入場無料、ただしお茶は有料）

※未就学児入場無料
主

き／４月15日㈮、16日㈯

主

催／キキミミ

催／中標津「書楽家時間」実行委員会

問合先／事務局：新谷（あらや）080－4501－3947

○ピティナ・ピアノステップ中標津地区
と

き／４月24日㈰

ところ／しるべっと
主

午前10時開演

入場
コミュニティホール 無料

○ポーセラーツ休日体験会from Grage aULa
真っ白な磁器にデザイン転写してみよう!

催／ピティナなかしべつキラキラ星ステーション

と

①午前10時開始

○第30回阿部京子門下生ピアノ発表会
と

き／４月29日（金・祝）

主

催／阿部京子ピアノ教室

②午後１時30分開始

※①②ともに２時間～２時間30分程度

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

き／４月17日㈰

ところ／しるべっと

入場
無料

第２研修室Ｂ

参加料／一般2,500円、子ども2,000円
※子ども（幼児～中学生）は保護者同伴。
※定員各15人（先着順）

「昭和の日」特別展

持ち物／ア ートナイフ（またはカッター）、はさみ、

と

き／４月27日㈬～５月８日㈰
※５月２日㈪は休館日です。
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町郷土館
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

ティッシュ
主

催／Grage aULa（グラージュアウラ）

申込・問合先／事務局：遠藤☎090－1645－7958
E-mail
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grage2015act@gmail.com

参加団体
募集中

開催日時／原則、土曜日午後１時開演です。
ところ／しるべっと 町民ホール
内 容／・ジャンルは問いませんが、大音響を伴わないもので、
ロビーでの演奏、発表に相応しいもの。
その他／・会場の準備は出演者が行います。
・出演はボランティアです。
・開催日は、ロビーコンサート開催可能日の中で日程調整を行い決定します。
問合せ／しるべっと（☎73－1131）
主 催／なかしべつロビーコンサート実行委員会・（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

平成28年度 舞台芸術鑑賞事業

実行委員募集!

今年度開催する下記４公演の運営について、お
手伝いいただける方を募集しています（公演前の
会議や当日の軽作業などです）。
興味のある方は、しるべっと（☎ 73 － 1131）へ
お問い合わせください。

①「ザ・フルーツ」

②「またあえる中標津公演」

公演日／７月28日㈭

公演日／８月28日㈰

春風亭昇太、六角精児出演の、1970 年代のグ
ループサウンズをテーマにした、生演奏ありの懐
かしさを感じさせる演劇。

中標津ゆかりのプロフルート奏者、荒川洋さん
と豪華共演者、地元音楽団体が出演するクラシッ
クコンサート。

③「ハンド・シャドウズ・アニマーレ」

④「コンドルズ日本縦断全国ツアー」

公演日／９月11日㈰

公演日／11月６日㈰

男性のみ、学ラン姿でダンスやコントを展開す
るダンス集団の、結成 20 周年記念全国ツアー中
標津公演。

さまざまな生きものを手のシルエットで表現
し、ユーモア溢れるストーリーを展開する、親子
で楽しめる新しいステージ。

※各公演の詳細情報は、らいふまっぷで随時お知らせしていきます。

中標津知床太鼓

演奏会を観覧いただき興味を持った方、未経験
の方も大歓迎です!!一緒に和太鼓を演奏してみ
ませんか。
練習は毎週火曜日、午後８時から10時まで、
緑ヶ丘 森林公 園 内「緑 のふるさと研 修 舎」で
行っています。ぜひ、一度見学に来てください。
※年会費有り、初回のみ衣装代がかかります。
連絡先／大塚 ☎72―2753

新メンバー大募集

中標津知床太鼓では、昨年10月に50周年記
念公演を無事終了し、新たな会員を募集してい
ます。
18歳以上の方で日本の郷土芸能に興味のあ
る方、他の町でやっていて引っ越してきた方、

編集後記

▼ そ ろ そ ろ ヤ ナ ギ や フ ク
ジュソウが開花している

頃でしょうか？

先月、自宅で数種のヤナ
ギを開花するまで経過観察

し、すくすく成長していく

姿に癒されました それに

しても、種の見分けはなか

なか複雑で難しいです…。

（村田）

ぜひ、皆さんも開花した
ヤナギをご覧になって、春



の訪れを感じてはいかが

でしょうか？

!!

各生涯学習施設休館日のお知らせ
４月６日～５月６日
しるべっと（総合文化会館）
・図書館・各体育施設、交
流センターの休館日は、４月 18 日㈪、５月２日㈪で
す。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、４月 11 日㈪・18 日㈪・25 日㈪、
５月２日㈪・６日㈮です。原則、毎週月曜日と祝日の
翌日が休館日です。
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ロビーコンサート

