中標津町中学生議会 ～中学生 まちの未来を考える～
本町の次代を担う中学生が、身近な問題や将来のまちづくりについて考え、町長や教育長に要望や
提案をする「中標津町中学生議会」を開催します。
今、中学生が何を求め、考えているのか、聞いてみませんか？ぼう聴を希望される方は、下記問合
先までご連絡ください。
と き 11月１日㈫ 午前10時～12時
ところ 中標津町議会議事堂
中学生議員 町内各中学校長から推薦された10人の生徒。
・中標津中学校 ４人 ・広陵中学校 ４人
・計根別学園（後期課程） ２人 （計10人）
主 催 中標津町教育委員会
問合先 学校教育課 ☎73－3111（内線27１）

前回（平成25年度）の中学生議会より

今年も文化祭の季節がやってきました
○しるべっとまつり

第69回中標津町芸術文化祭

と

○総合展覧会
会



期／前期：10月13日㈭～16日㈰
後期：10月20日㈭～23日㈰
午前９時～午後９時

○見せます! フォークダンス
と

き／10月29日㈯～30日㈰
第１部（29日）
午後１時開演
第２部（30日）
午後１時開演

き／10月10日（月・祝）

○将棋大会
と

き／10月23日㈰

午後１時～３時

午前10時～午後５時

○けねべつ菊花ふれあい作品展
と

き／10月25日㈫～31日㈪
午前９時～午後10時
※菊 の生育状況により、日程が前後する場
合があります。

○合同華展
と

◎会場はすべてしるべっとです。

第34回計根別芸術文化祭

○芸能発表会
と

き／11月３日（木・祝） 午前10時～午後３時

き／10月29日㈯ 午前９時30分～午後９時
10月30日㈰ 午前９時～午後７時



○お茶会

と き／10月30日㈰ 午前10時～午後３時
担当社中／華 道家元池坊茶道表千家佐藤社中
翠芳会

◎会場はすべて交流センターです。

11月５日以降のイベントは11月号で掲載し
ます。
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11月29日㈫
1月31日㈫
2月28日㈫
3月22日㈬

ママのためのカルチャースクール2016

「冷え取り美ボディストレッチ」
「猫背改善！姿勢が良くなるストレッチ」
「骨盤の歪み直しストレッチ」
「肩こり改善ストレッチ」

『女性のカラダ学習会』

掃除、洗濯、食事の支度に子どもの世話…子

10月17日㈪
「生理痛、ＰＭＳ（月経前症候群）を軽くする方法」
12月14日㈬ 「冷えと女性のカラダのはなし」

育て中のお母さんは本当に忙しいですよね。
疲れはたまっていませんか？
お母さんの子育てをサポートする「ママズケ
アそれいゆ」では、いろいろなカルチャース

『アロマオイルを使った手作り講座』

クールを行っています。

11月29日㈫
「重曹効果でもちもち美肌に！手作りバスボム」

『女性のカラダ学習会』『身体の不調を整え
るストレッチ教室』で、女性ホルモンや冷え、
肩こりなどの不調の原因について学び、スト

※託児はありませんが、お子さんと一緒に参加
できます。お母さんが一人でゆっくり参加し
たい場合は、「るるる」の託児サービスをご
利用ください。

レッチで身体の不調を改善！『アロマオイルを
使った手作り講座』で香りを楽しみながら消臭
剤やバスボム作りをしませんか？
お母さんが元気でいることが、家族みんなが
楽しく元気に過ごす秘訣です。

申し込み、問い合わせは
ＮＰＯ法人子育てサポートネットる・る・る

☎72－3259

毎日の疲れを少しでも軽くし、楽しい子育て
ライフを過ごしましょう。
●会

ストレッチ教室』

家庭教育・子育て支援情報

『身体の不調を整える

場：子育てコミュニケーションスペース「る・る・る」

●参加費：「ストレッチ教室」「学習会」は１回500円、「手作り講座」は１回800円（材料費込）

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

◎ミニテニスを楽しむ会
と

午前９時～10時30分

と

◎さわやか体験広場

き／10月12日㈬ 午前９時30分～10時30分
10月24日㈪ 午後１時30分～２時30分

き／10月12日・19日・26日・11月２日
水曜日

午前９時～10時30分

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

ところ／総合体育館
と

き／10月15日㈯

ところ／総合体育館

き／10月12日・19日・26日・11月２日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

ところ／総合体育館

午後７時～８時30分

ところ／総合体育館
問合先

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／10月14日・21日・28日・11月４日
金曜日

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館
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〒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

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

生涯学習情報

計根別幼稚園の新入園児募集について
平成29年度の新入園児を、つぎのとおり募集します。

募 集 期 間 11月１日㈫から22日㈫まで
願書提出先 計根別幼稚園 （☎78－2336）
※願書・募集要項は、計根別幼稚園で配布
します。

募集定員
年少児（３歳児） 定員25名
平成25年４月２日～平成26年４月１日 生まれ
年中児（４歳児） 定員35名
平成24年４月２日～平成25年４月１日 生まれ
年長児（５歳児） 定員35名
平成23年４月２日～平成24年４月１日 生まれ

園児募集のご案内

平成29年度（2017年度）

中標津町私立幼稚園協議会では、下記のとおり平成 29 年度の園児募集を行います。
★入園願書発行日…10月17日㈪より
★入園願書受付日…11月 1日㈫より
※受付期間・時間等は、各幼稚園に
お問い合わせください。
★入園願書発行園…右記の各幼稚園

中標津カトリック幼稚園

（☎72－3120）

中 標 津 愛 光 幼 稚 園 （☎72－3160）
中 標 津 ひ か り 幼 稚 園

（☎72－3375）

中標津第２ひかり幼稚園

（☎72－9243）

中標津町では、保護者の方に入園料・保育料の一部を補助（就園奨励費）しています（ひかり・第２
ひかりは非該当）
。補助の申請は入園後、通われている幼稚園を通じて行い、支給には所得制限などの
条件があります。
平成 29 年度より中標津ひかり幼稚園、中標津第２ひかり幼稚園は、子ども・子育て支援新制度に移
行されます。この２園を希望する場合は、入園願書のほかに支給認定申請書を園に提出してください。
また、第２ひかり幼稚園の保育を希望する方は、園ではなく町子育て支援室に申し込みをしてください
（募集については 11月中旬を予定しています）
。新制度の詳細については広報 10 月号をご覧ください。
幼稚園は学校教育法に基づく学校で、文部科学省が所管しています。幼児期は、人格の基礎が形成
される大事な時期です。この時期に、幼児の発達段階に応じた豊かな経験や体験が、健やかな成長の
土台となります。集団生活で、友だちとの関わりや基本的生活習慣を身につけ、同年齢や異年齢の活
動を通して社会性も育つよう援助します。
また、幼稚園と家庭が連携し、ひとりひとりの子どもたちのより良い成長へと繋げていきます。

○文 化 祭
・中学校
中標津…………………… 10月22日㈯・23日㈰
広

○学 芸 会

・義務教育学校

・小学校

計根別…………………… 10月22日㈯・23日㈰

中標津東・武佐…………………… 10月16日㈰
俵

陵…………………… 10月30日㈰・31日㈪

橋……………………………… 10月22日㈯

中標津・丸山……………………… 10月30日㈰
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体育施設ホームページ

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

第40回 なかしべつスイミングフェスティバル

中標津スピードスケート少年団
君たちもトップアスリート!!

問い合わせ・申し込み
温水プール（☎72－7001）
第１・第３月曜日を除く毎日

新規団員
募集中!

募集対象／小学生～中学生の男女
活動期間／10月下旬～12月中旬（陸上トレーニング）
12月中旬～２月下旬（氷上トレーニング）
※シーズントレーニングのほか、学年によっては夏期トレーニング、
合宿等を行っています。
募集期間／10月１日（土）～シーズン中、随時募集しています。
総合体育館で配布している指定の申込用紙に記入し、窓口へ申し込みください。
活 動 費／小学生低学年（１～３年生）14,000円
小学生高学年（４～６年生）16,000円
中学生
18,000円
☆くわしい問い合わせ、申し込みは、総合体育館（☎72－2316）へ問い合わせください。
☆中標津スケート協会ホームページからも募集要項の確認、ダウンロードが可能です。
【http://n-speed.jp】

温水プール利用時間

10月から
５月まで

☆月曜日から土曜日

遊泳時間と開閉館時間が
変更になります。
☆日曜日・祝日

区分

遊泳時間

区分

遊泳時間

午後

14：00～16：45

午前

10：00～11：45

夜間

17：00～20：45

午後

13：00～16：45

閉館時間は21：00

閉館時間は17：00

☆小中学生は 17 時以降、高校生は 19 時以降、保護者の監督がなければ遊泳できません。
☆ 12 月 11 日㈰から１月６日㈮までは、整備期間のため休館となります。
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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。

と
き／11月３日（木・祝）
と こ ろ／中標津町温水プール
対
象／町内在住の方・町内のスイミングクラブ・スイ
ミングスクール等に所属している方
種
目／リレー種目を除き、一人３種目までエントリー
できます。
申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し、温水プール
窓口にて申し込みください。
参 加 料／一人500円（保険料・プログラム代）
※申込時にお支払いください。
申込締切／10月９日㈰
主
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津水泳協会
要項配布／中標津町温水プール

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

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

読書週間

「いざ、読書。」

10月27日㈭～11月９日㈬

● 特別展示

● 古本市

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

「どうぶつ・ドウブツ・動物！」

１冊10円!

町民の皆さんの厚

本で楽しむ動物園はいかがですか？写真集
や動物のふしぎがわかる本、ノンフィクショ

意で集まった本を販

ンや物語など、さまざまな動物の本を展示・
貸し出しします。
期
間／10月22日㈯～11月９日㈬

期

間／10月22日㈯～11月６日㈰

会

場／図書館しるべっと側

売します！
入り口前

販売時間／図書館開館中（午前10時～午後7時）
主

催／青空本の広場実行委員会
販売収益は図書館への寄贈図書購入費用と

します。
買い物袋・小銭をご用意ください。

● コーヒーの
おいしい朗読会
朗読アナウンスサークルえくすぷりーどに
よる朗読を、本格ドリップコーヒーと共にお
たのしみください。
と
き／11月５日㈯ 午後１時～１時30分
場
所／しるべっと 町民ホール

● ブックカバーサービス
紫外線や水を弾く、透明なフィルムカバー
をおかけします。ご希望の方は図書館カウン
ターまでお持ちください。
期
間／10月31日㈪～11月６日㈰
※１人１回１冊まで
※受け付けは午後６時50分まで

※会場の記載がないものは図書館で開催

問合先

中標津町の
本や資料を集めています

『みんなでゲージュツ！』

図書館では中標津町に関する資料を充実
させるため、下記資料の寄贈をお待ちして
おります。
・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
・その他、中標津の人や場所が関連する資料
寄贈していただける方は、中標津町図書
館までご連絡ください。
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。

★見る芸術に作る芸術、図書館の本で探して楽し
みましょう！

児童展示

☎73－1121

いずれも参加無料

10月の展示
一般展示

中標津町図書館

『おいしいはなし』

★思わずおなかがすくような本で、食欲の秋を満
喫しませんか？
プチ展示 「ハロウィーン！」
「防災の日」
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文化会館ホームページ

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

宝くじおしゃべり音楽館

～想い出のスクリーンミュージック～

チケッ
好評販 ト
売中!

【中標津小学校・丸山小学校・中標津高校の合唱部、広陵中学校音楽部の皆さんが出演者と合唱共演します！】

コンドルズ20周年記念 日本縦断大感謝ツアー2016

『20th Century Boy』中標津スペシャル公演
と き／11月６日㈰ 午後２時30分開場 午後３時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／一般（高校生以上）3,000円、小中学生2,000円
※全席自由、税込み、当日各500円増し
※未就学児入場不可
チケッ
好評販 ト
プレイガイド／しるべっと ほか
売中!
では
主 催／中標津町教育委員会
北海道
み
公演の
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津
後 援／（一般）北海道公立学校教職員互助会

第32回 中標津

書道公募展
と

第208回 ロビーコンサート
と き／10月22日㈯
ところ／町民ホール

き／10月５日㈬～９日㈰
初日のみ午後１時から。

①「音楽のおくりもの」

最終日は午後５時まで。
ところ／しるべっと
内

コミュニティホール

と、審査員の作品を多数展示します。
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津書道公募展実行委員会

出

演／広陵中学校音楽部

出

演／クラリネットキャンディーズ

②「アニメ三昧 ～知ってる曲、集めちゃ
いました～」

容／町 内の書道愛好家から募集した作品

主

午後１時開演

主
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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

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／10月10日（月・祝） 午後１時30分開場 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
出 演／清水ミチコ（司会・ピアノ）、小原孝（ピアノ）、島田歌穂（歌）、
藤野浩一（指揮）、おしゃべり音楽館ポップスオーケストラ
入場料／一般2,500円、高校生以下1,500円
※宝くじの助成により、特別料金となっています。
※全席指定、税込み、当日各500円増し
※４歳以上入場可
プレイガイド／しるべっと ほか
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
北海道、（一財）自治総合センター

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

日本ハムファイターズから
北海道日本ハムファイターズへ

「プロに学ぶ！アナウンス上達講座」
朗読、アナウンスの基礎や自分の声で

～東京時代からの変化～

表現する楽しさを学びます。
と

と

き／11月23日（水・祝）

ところ／しるべっと

午前10時30分～午後０時30分
ところ／しるべっと
講

講

第３研修室

午後７時～９時
第１研修室

師／㈱北海道日本ハムファイターズ
コミュニティグループ

師／ＮＨＫ釧路放送局

グループ長

放送部 副部長 久保田 茂 氏
対象・定員／一般成人 20名
受講料／2,000円

対

象／高校生～一般成人

定

員／40名

!

荒井 昭吾 氏

※定員になり次第締め切り

入場料／入場は無料ですが、事前に申し込みが

申し込み／1 0月７日㈮から11月4日㈮の期間内

主

き／11月４日㈮

抽選会
あり

生涯学習・文化芸術情報

文化講演会プレセミナー

しるべっと学園

必要です。

に、しるべっと（☎73－1131）へ。

申込先／しるべっと（☎73－1131）

※定員になり次第締め切り

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

力／北海道日本ハムファイターズ中標津後援会

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

※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。

○第40回中標津町老人作品展示会
と

◎中標津高等学校吹奏楽部

き／10月４日㈫～８日㈯

ところ／しるべっと
主

第39回定期演奏会

展示室

催／中標津町老人クラブ連合会

入場
無料

と

き／10月16日㈰

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主 催／中標津高等学校吹奏楽部

○第８回中標津バレエ研究所発表会
と

き／10月８日㈯

午後３時開演

◎第25回中標津カラオケ歌まつり

ところ／しるべっとホール
賛助出演／標津バレエ研究所
主

催／中標津バレエ研究所

と

入場
無料

き／10月23日㈰

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主

○大地みらい信用金庫100周年記念事業
奇想天外 歌舞音曲劇（ミュージカル）げんない
と

き／10月11日㈫

○広陵中学校校内合唱コンクール

午後６時30分開演

と

ところ／しるべっとホール

き／10月31日㈪

午後１時開演

ところ／しるべっとホール

大地みらい信用金庫各支店で入場整理券配布
主

催／中標津カラオケ協会

主

催／（一財）大地みらい基金
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催／中標津町立広陵中学校

入場
無料

総合体育館が
オープンしました
10 月 １ 日 に 待
望の総合体育館が
オープンいたしま
メインアリーナ
した。
この施設は、町民みなさまの健康づくりを支
えるとともに、スポーツの振興を図る拠点を目
指すものです。
面積はこれまでの体育館のおよそ 2.8 倍の広
さとなります。今後、さまざまな大会や教室を
開催してまいりますので、是非たくさんの方々
にご利用いただきたいと思います。
また、10 月９日にはオープン記念式典と記念
事業を予定しております。記念事業には日本体
育大学のみなさんをお迎えし、圧巻の集団行動
をご披露いただき、たくさんの町民のみなさま
とともにオープンをお祝いしたいと思います。
この総合体育館が、町民のみなさまに愛され、
誇りに思っていただける施設になることを願う
とともに、建設にあたりご理解とご協力をいた
だいた多くのみなさまに深く感謝申し上げます。

中標津町長 西 村
穣

10月10日（月・祝）
「体育の日」は町営体育施設の個人使用料が
無料になります。
スポーツで気持ちの良い汗を流しませんか？
※利用の際は必ず受け付けをしてください。
※混みあう場合は譲りあって使用してください。
※各施設の利用時間、注意事項を守って、楽し
く使用してください。
※総合体育館はアリーナ、多目的室のみ対象。

無料になる施設
総合体育館、武道館、温水プール
町営テニスコート（夜間照明含む）
町営ふれあいテニスコート
森林公園パークゴルフ場
正美公園パークゴルフ場（計根別）
問合先／総合体育館☎ 72-2316
パークゴルフ施設については、㈱中標津
都市施設管理センター☎ 72-0473

郷土学習情報

択捉島見聞録③

べっとぶ

「ビザなし交流」のホームビジットにて別 飛診療所
で歯科医をされているお宅に訪問し、美味しい手料理
をいただきました。
その際、
「学芸員をしているのなら、ぜひ見て欲しいもの
があります」と、家の近くにある石像へ案内してくれました。
石像の頭部は剥離されていましたが、形態から馬頭観音像の
ようで、裏面には「昭和拾六年建立」と記されていました。ま
だ

ち

た、お子さんからは近くで拾ったという駄知産の三平皿を見
せてもらいました。
開発は徐々に進んでいますが、かつて日本人が住んでいた証が、確かに存在して
いるのだと実感しました。
☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm

☎72－2190

編集後記

▼ みなさん、いかがお過ご
しですか？私はいくつかの
趣味に没頭して、楽しく毎
日過ごしています。
さて、今年の夏は台風や
雨 の 日 が 多 か っ た で す ね。
町内の一部の地域では、避
難準備情報が発令されたこ
ともありました。そこで私
は、何かあってからでは遅
いと思い、急な災害に備え
て避難グッズを用意してお
くことにしました。中標津
ではあまり大きな災害はな
いと思ってはいますが、万
が一に備え、みなさんも一
度確認してみてはいかがで
しょうか。 
（輪島）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
10月６日～11月７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、10 月 17 日㈪、11 月７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、10 月 11 日㈫・12 日㈬・17 日㈪・
24 日㈪・31 日㈪、11 月４日㈮・７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

「体育の日」施設を
無料開放します !

