第８回大会の参加者数
（５月22日現在）

ハーフ …… 709名
５ km …… 215名
２ km …… 255名

雨天決行

と き

約1,200名のランナーが
参加します!!

スタート時間
ハーフ：午前９時45分、５㎞：10時05分、２㎞：10時13分

【行き】
（随時）役場駐車場 ･ 町体育館前発 ７：00 ～８：00
（最終）役場駐車場発  ８：30
町体育館前発  ８：35
【帰り】
（随時）運動公園発 11：00 ～ 14：00

会場や沿道で
あたたかい声援をおくろう！
会場への移動は無料送迎バスを
ご利用ください。

交通規制により皆さまにはご不便をお掛けしますが、
ご協力をお願いします。

８

330

160

中標津空港

知床 GC
なかしべつコース

160
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緑ヶ丘
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833

中標津高等
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中標津町
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中標津中

160

末広公園

中標津町
運動公園

２㎞折返し地点

５㎞折返し地点

中標津小

833

標津川

中標津高
272

俣落川
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※交 通規制は午前９時 30 分から
午後１時 30 分までです（最終
ランナーが通過した区間は順次
規制を解除します）。
※規 制を行う区間には午前７時
30 分にロードコーンを設置し
ます。
※運動公園から中標津空港入口ま
での区間は、午前 10 時 30 分に
規制を解除する予定です。

にお預かりするための事前打合せを行っていた
だきます。事前打合せの際には託児ルームもご
案内しています。

ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

昨年度から始まった一時預かりの様子
中標津町一時預かり保育事業は、昨年５月か
らスタートし、一年を迎えようとしています。

お子さんも慣れない場所に預けられることに
不安があると思いますので、事前打合せの時に
じっくり時間をとって来てください。る・る・

これまでに児童数 657 名の利用がありまし
た。利用しているお子さんも、０歳児から就学
前の児童、さまざまな年齢層があります。子ど

るでは月２回、第１・第３火曜日、午前 10 時か
ら正午まで「親子サロン（１歳までの親子。出
入り自由・参加無料）を行っています。

もたちは、兄弟姉妹のように助け合い、
「泣かな
いで」と励ましてくれたり、頭をなでてくれた
り、保育士との関わりと共に子ども同士のほほ

預ける前にサロンに親子で気軽に遊びに来
て、お子さんに場所に慣れてもらうのも良いの
ではないでしょうか。

えましい関わりもあります。
一時預かり保育事業は聞いたことがあるけれ
ど、どんな場所でやっているの？初めて預けた
いけど、どんなことをして遊んでいるの？同じ
くらいの子と遊ばせたい、幼稚園の行事で長時
間預けたい、慣らし保育の場に使いたいなど、
さまざまな保護者の皆さんのニーズがあると思
います。

お預かりした際も、木のおもちゃやブロック
で遊んだり、天気の良い日は一緒に散歩などし
て楽しく過ごしてもらっています。
中標津町の一時預かり保育事業をたくさん
の方に知っていただき、保護者の方々に安全・
安心にご利用いただいて、健やかに育つ子ども
たちのサポートを少しでもできればと思って
います。
（保育士 福士 聡子）

・高等学校
中標津高等養護…………………… ６月11日㈯

○ 運動会
・幼稚園
カトリック…………………………
・小学校
中標津東……………………………
俵 橋………………………………
中標津・武佐………………………

○ 修学旅行
７月 3日㈰

・小学校
中標津……………… ６月30日㈭～７月 1日㈮

６月12日㈰
６月18日㈯
６月19日㈰

・義務教育学校
計根別（前期課程）…… ６月30日㈭～７月 1日㈮

教科書展示会のお知らせ
平成28年度に中標津町立小中学校で使用している教科書のほか、
全ての出版社の教科書を展示しています。小中学校で使用してい
る教科書は、国民の税金によって無償で支給されています。
なお、下記期間以外でも常時展示しています。
■展示場所 中標津町図書館
■展示期間 ６月17日㈮～７月３日㈰
■問 合 先 学校教育課学務係 ☎73－3111（内線269）
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学校の情報

○ 体育祭

家庭教育・子育て支援情報

まずは役場の子育て支援室での登録後、る・
る・るに来ていただき、大切なお子さんを安全

学校の情報

学校・幼稚園だより
本校では、総合的な学習の時間で「環境教育」に
取り組んでいます。その１つである「道路清掃活動」
を４月 27 日に行いました。
３年生は活動に先立ち、役場生活課の職員を講師
に招き、中標津町のゴミの現状や分別の方法につい
て学習しました。
「生ゴミの 80％は水分です。水分
をしっかりと切ってから出すことで、経費の削減と
焼却炉の延命にもつながります。」等、具体的なお話
を聞くことで、ゴミの減量・分別の意義やこれから
自分たちにできることを真剣に考えることができま
した。
さて、道路清掃活動当日は天気にも恵まれ、学年
ごとに分かれて作業を行いました。雪に埋もれてい
た空き缶やペットボトルをはじめ、さまざまなゴミ
を分別しながら拾いました。１時間の作業で 440kg
のゴミを回収しました。
このような活動は、生徒たちが地域の方々と直接
かかわれる大切な機会でもあります。
「おつかれさ
ま」
「ありがとう」等の温かい言葉をかけていただき、
生徒たちは大喜びでした。人と人との触れ合いが、
生徒たちには貴重な体験であり、豊かな心を育てて
くれます。

今後、
「タワラマップ川清掃」や「空ビン古紙回収」
を通した環境教育を計画しています。これらの活動
は、広陵中学校で 20 年以上続いている活動です。環
境についてしっかりと考えると同時に、地域の方と
の触れ合いを通して、人の優しさや温もりを感じる
大切な機会となっています。それだけに、長く続け
ていきたい活動の１つと考えています。

（教頭 柴田 達也）

学校公開日のご案内
学校名

日

時

保護者と町民の皆さんへ

○学校のようすを見に行きましょう。
○学校といっしょに子どもたちを育てていきましょう。

内

容

丸 山 小 学 校
☎73－4411

６月 9日㈭
16日㈭
13：35～14：20

学習参観日
9日～４・５・６年生、みどり
16日～１・２・３年生

中標津東小学校
☎72－3314

６月16日㈭
７月 5日㈫
7日㈭
13：30～14：15

学習参観日
16日～高学年
5日～低学年
7日～中学年

６月23日㈭
８：40～15：15

フリー参観日

６月24日㈮
27日㈪
28日㈫
13：35～14：20

学習参観日
24日～高学年
27日～中学年
28日～低学年

中標津中学校
☎72－2626

中標津小学校
☎72－2565

（12：30～13：25は給食・昼休み）
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参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

集中!!

参加者募

財団主催 スポーツ教室

集中・顔付けコース
と

き

対

象

～楽しく水泳ができるようになろう～

（顔を水につけられない方・潜ることができない方）

象

（面かぶりクロールで10m以上泳ぐことができる方）

き

対

象

小学１～６年生（水に浮くことができる方）

定

員

15名
６月10日㈮～７月10日㈰

全３回
定

13：30～14：30
員

20名
６月10日㈮～７月10日㈰

～出来そうで、思ったより難しい背泳ぎをゆっくり習おう～

と

き

７月26日㈫～９月13日㈫

対

象

中学生以上（息継ぎ付きクロールができる方）

受 講 料

６月10日㈮～７月10日㈰

10：15～11：15

申込期間

2,200円

背泳ぎコース

15名

～泳ぎの基礎を習おう～

７月26日㈫、27日㈬、28日㈭

受 講 料

全３回

申込期間

2,200円

集中・レベルアップスイム
と

員

～クロールを習得しよう～

７月26日㈫、27日㈬、28日㈭
小学１～６年生

受 講 料

定

10：15～11：15

一般・高校生4,400円

中学生3,350円

全８回
定

19：30～20：30
員

申込期間

20名
６月10日㈮～７月10日㈰

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。
○保険料は受講料に含まれており、主催者側で加入手続きを行ないます。

教室受講決定の発表方法について
〇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。
〇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。

着衣泳体験教室

もしもの水難事故に備えよう

と き／７月 31 日㈰ 午前 10 時～正午
ところ／中標津町温水プール
対 象／幼児～一般（身長 130cm 以下の参加者は保護者同伴）
定 員／ 30 名 ※少人数の場合は中止となることがあります。
参加料／無料
申込方法／体育館・温水プール窓口で直接申し込みください。
申込期間／６月 15 日㈬～７月 15 日㈮
持ち物／水 泳道具一式、洗濯済みの濡れても良い衣服上下
（長袖、長ズボン）
、よく洗ったペットボトル（ふた
付き 1.5 リットルまたは２リットル）
その他／詳細は開催要項でご確認ください。
主 催／ （ 一財）中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／海上保安庁根室海上保安部
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？」
助ける
う
ど
法
「
」
待 つ？ に入り救助方
「どう
水
着衣で
実際に す。
ま
を学び

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

全３回

申込期間

2,200円

集中・息継ぎコース
き

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

教室に関わる問い合わせ 中標津体育館 ☎72－2316

７月26日㈫、27日㈬、28日㈭
小学１～６年生

受 講 料

と

体育施設ホームページ

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

図書館ホームページ

中標津町の本や資料を
集めています

６月の展示
一般展示 『山に登ろう！』
★道 東の山々も、ついに山 開きシーズンに入りまし

図書館では中標津町に関する資料を充実させる

た！図書館の本で山登りの知識を増やして、レッツ

ため、下記資料の寄贈をお待ちしております。

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

山登り！

・町内の方が自費で出版された本
・町内会など各種団体の会報誌や記念誌

児童展示 『めざせ！としょかんマスター』

・その他、中標津の人や場所が関連する資料

★と しょかんマスターになって、もっととしょかん

寄贈していただける方は、中標津町図書館まで

をつかってみよう！図書館にくわしくなれる本を

ご連絡ください。

たくさん展示します。

末永く町民の方々に活用していただけるよう、
責任を持って保管いたします。

「６月は牛乳月間」
プチ展示 「あおぞら読書」

新着図書案内
『バテない体をつくる登山食』


古本を集めています

大森義彦／監修（一般）

古本市に向けてご家庭で不要になっ
た本を集めています。読まなくなって
しまった本、雑誌のバックナンバーな
ど、図書館にお持ちください。

青空本の広場実行委員会

『知って得する図書館の楽しみかた』
 吉井潤／著（一般）
『Ｑ & Ａすぐわかる軽減税率』
 日本経済新聞社／編（一般）
『ままならないから私とあなた』
 朝井リョウ／著（一般）
『女の七つの大罪』
『ツバキ文具店』

林真理子／著（一般）
小川糸／著（一般）

【集めている本】
絵本・児童書・小説・
実用書・雑誌・漫画
※全集・図鑑・辞書・辞典は集め
ていません。
※量が多い時はご相談ください。

『ラ・フォンテーヌ寓話』
 ラ・フォンテーヌ／著（ＹＡ）
『ジュニア空想科学読本７』

『霧の中の白い犬』
『どうぶつれっしゃ』

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

柳田理科雄／著（児童）
アン・ブース／著（児童）
しのだこうへい／作（児童）

『おみせやさんでくださいな』
 さいとうしのぶ／作（児童）
※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

郷土学習情報

カラスの違い
私たちがふだん目にするカラスには、ハシブトガラ
スとハシボソガラスの２種類がいます。カラスは繁殖
期になると巣の近くに来た人間を襲うことで知られて

太い

いますが、これは人間が憎いわけではなく防衛本能に

細い

よるものです。また、一見同じに見えるカラスたちも、
研究によるとハシブトガラスの方がハシボソガラスよ
りも攻撃的とのこと。個体差があるとはいえ、これか
らの季節、頭上には充分お気を付けください。

ハシブトガラス

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

5

ハシボソガラス
☎72－2190

文化会館ホームページ

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

演劇「ザ・フルーツ」中標津公演

一曲からつながる・つなげるプロジェクト「またあえる」中標津公演
と き／８月28日㈰ 午後６時開場 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
出 演／荒川洋（フルート）、大山大輔（バリトン）、佐藤勝重（ピアノ）
入場料／大人1,500円、高校生1,000円、小中学生500円
※全席自由、税込み、当日500円増し
※未就学児は保護者と同一席に限り無料ですが、座席を使用する
場合はチケット（500円）が必要です。
チケット販売／６月18日㈯
プレイガイド／しるべっと、別海町中央公民館、
標津町生涯学習センターあすぱる ほか
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
助 成／（一財）地域創造

開陽台セミナー設立30周年記念

トルヴェール・クヮルテットコンサート
～日本最高峰のサクソフォン・クヮルテット～

と き／９月24日㈯ 午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
出 演／須川展也、彦坂眞一郎、新井靖志、田中靖人
小柳美奈子（ピアノ）
チケッ
入場料／大人2,500円、高校生以下1,500円
ト
好
評販売
※全席自由、税込み、当日500円増し
中!
※未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと ほか
主 催／開陽台セミナー実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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新日本フィルハーモニー交響楽団
副首席フルート奏者

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。

と き／７月28日㈭ 午後６時開場 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
出 演／春風亭昇太、六角精児、井之上隆志、中島淳彦ほか
入場料／Ｓ席一般2,500円、高校生以下1,500円
Ａ席一般2,000円、高校生以下1,000円
※全席指定、税込み、当日500円増し
※未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと、別海町中央公民館、
チケッ
標津町生涯学習センターあすぱる
好評販 ト
売中!
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
共 催／（公財）北海道文化財団
後 援／北海道、中標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、ＦＭはな、株式会社広現社

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

生涯学習・文化芸術情報

ブルースカイコンサート
と

き／６月19日㈰

ところ／道立ゆめの森公園

第205回 ロビーコンサート

出

「ぼくらのエコー」

屋外

入場
無料

演／中標津東小学校スクールバンド部
中標津中学校吹奏楽部
中標津高等学校吹奏楽部

と き／６月11日㈯ 午後１時開演
ところ／町民ホール
出 演／中標津小学校ジャガーズ合唱部

中標津町吹奏楽団
ミザールサクソフォンアンサンブル

プログラム／「365日の紙飛行機」「世界に一つだけの花」ほか
主

午後２時開演

主

催／ブルースカイ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

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

共

催／㈱中標津都市施設管理センター

２大アマチュアバンドフェス開催！
①オールディーズアマチュアバンドフェスティバル
おじさんバンドがお届けする懐かしの名曲を楽しめるバンドフェス
と き／６月18日㈯ 午後１時開場 午後２時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

②NEW AGEアマチュアバンドフェスティバル

出

演

CAVERN（標茶）
しゃぼんだま（別海）
クロス（中標津）
ラボラバンド（中標津）

出

学生バンドが出演！若さと勢いあふれるバンドフェス
と き／６月19日㈰ 午前11時開場 午後12時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／NEW AGEアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

入場無料

演

Licht、onion soup、
PEZ、UNBALANCE、
カステラ、アーコティックス

※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。

○消費者協会パネル展

○第７回環境講演会

皆の強みを活かせ～安全・安心な社会一億総活躍～

北海道新聞野生生物基金出前講座

と き／６月14日㈫～21日㈫ ※最終日は午後４時まで
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町消費者協会、中標津町

と

き／７月５日㈫

ところ／しるべっと

午後７時開演
コミュニティホール

中標津文芸 第31号 好評販売中

講

師／坂東 元 氏（旭山動物園園長）

主

催／ＮＰＯ法人道東動物・自然研究所

しるべっとほか、町内各書店などでお求め
ください。
定 価／800円（税込）

共

催／北海道新聞野生生物基金
北海道新聞社
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入場
無料

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◎ジュニアミニテニス

◇スポーツ広場

と き／６月11日㈯ 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／６月８日・15日・22日・29日
水曜日

午前９時～10時30分

◎スポーツ体験広場（武佐岳登山に挑戦）

ところ／中標津体育館

と

き／６月８日・15日・22日・29日
水曜日

午後７時～８時30分

と

き／６月14日・28日
火曜日 午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館

◎ミニテニスをやってみる会

問合先

き／６月10日・17日・24日・７月１日
金曜日

午後１時30分～３時

ところ／中標津体育館



第38回 元気いっぱいに走り抜けよう!!

なかしべつ陸上カーニバル
と

き

７月24日㈰
開会式

30m （幼児）
50m （幼児年長以上）
80m （小学１～２年生）
100m （小学３年生以上）

午前８時30分（予定）

800m （小学３年生以上女子）

中標津中学校グラウンド

対

年中幼児～一般男女（町内に在住および
通勤・通学されている方）

1500m （小学３年生以上男子）
５× 30mR （幼児年中）
４× 50mR （幼児年長～小学２年生）

参 加 料

１人200円（傷害保険料を含みます）

申込方法

申込用紙に必要事項を記入し、参加料を
添えて中標津体育館窓口へ申し込みくだ

４×100mR （小学３年生以上）
混合400mR （小学１年生以上）
走幅跳 （小学３年生以上）

さい。
申込期間

６月14日㈫～７月12日㈫

問 合 先

中標津体育館（☎72－2316）

〒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

参加種目

小雨決行・荒天中止

と こ ろ
象

午前８時～

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

ところ／丸山小学校体育館

と

き／６月26日㈰

ところ／武佐岳

◎さわやか体験広場
と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

走高跳 （小学３年生以上）
◎詳細は開催要項でご確認ください。

編集後記

▼ 皆さまゴールデンウィー
クはいかがお過ごしでした
でしょうか。
季節はずれの降雪に見舞
われる等、若干の戸惑いも
ありましたが、私個人とし
ましては有意義に過ごせた
と思います。
しかし、先日の震災によ
り被害を受け、今なお不便
な生活を強いられている方
もいらっしゃいます。
被災地の一日も早い復興
を願っております。
（しょう）



各生涯学習施設休館日のお知らせ
６月５日～７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、６月６日㈪・20 日㈪、７月４
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、６月６日㈪・13 日㈪・20 日㈪・
27 日㈪、７月４日㈪です。原則、毎週月曜日が休館日
です。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

