少年の主張 中標津町大会
本町の中学生が、日常生活における体験や将来に向けての
希望を発表します。中学生たちの思いを、ぜひ会場でお聞き
ください。
入場無料で事前の申し込みは不要です。どなたでも参加で
きますので、たくさんの方の来場をお待ちしています。
と き 11月22日㈫ 午前10時～正午
ところ 中標津中学校 体育館
発表者 町内各中学校長から推薦された８名の生徒。
・中標津中学校 ３名 ・広陵中学校 ３名
・計根別学園
２名
問合先：学校教育係

☎73－3111（内線272）

中標津農業高等学校

昨年の大会より

校内実績発表大会・海外研修報告会のご案内

と

き／11月18日㈮ 午前９時30分～午後２時50分
料
（午前：開会式・実績発表、午後：報告会・閉会式）
入場無
ところ／しるべっと コミュニティホール
中標津町の基幹産業である酪農や、野菜・花き栽培の
展開や普及、食品開発や食農教育への取り組みなど、地
域をプロジェクトの課題とした研究の成果を８つの専
門研究班（酪農環境・園芸・農業機械・農産加工・肉加
工・乳加工・マネージメント・農業と環境）が分類に分
かれて発表します（Ⅰ類：生産・流通・経営、Ⅱ類：開発・
保全・創造、Ⅲ類：ヒューマンサービス）。
昨年度は、すべての分野において全道大会へ出場し、
クラブ発表部門では開校以来初の最優秀賞を受賞。その
後の全国大会（大阪）では、北海道代表として全国事例
発表校に選出されました。そのほか８月にニュージーランドで実施された、海外酪農研修の成果報
告会も予定しています。
地元の農業高校生が考える、地域農業への課題解決法をどうぞご覧ください。
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中標津高等養護学校 学校祭
ご観覧・ご来店をお待ちしています!
と

ていきます。小学１年生でも楽しく参加いた

き／11月12日㈯
午前９時10分～音楽発表会・学年ステージ発表
午後０時30分～ＰＴＡバザー、作業所製品即売会
午後１時15分～学科即売会
ところ／中標津高等養護学校

（東13条北７丁目 ☎72－6700）

だけます。

☆学科即売会

下の句カルタの取り札は、形をくずして書
かれた筆文字です。最初は文字を読むことが
難しいですが、練習を重ねると少しずつ覚え

と

【産
【木

科】陶芸・・・皿類、カップ類、ご飯茶碗など
科】い す、ティッシュケース、収納ＢＯＸ、エン
トランスチェアなど
【クリーニング科】廃 油を使ったリサイクル液体せっけん・固
形せっけん・エコクラフト、革製品など
【生活園芸科】シクラメン、ポインセチア、ドライフラワー、
野菜など
【生活家庭科】エプロン、バッグ、花ふきん、ぞうきんなど

き 11月15日㈫～平成29年３月21日㈫
毎週火・木曜日 午後６時30分～８時30分

ところ

わんぱく児童会館（西町５丁目１番地）

対

象

町内の小中学生

指

導

中標津町少年少女下の句カルタ普及会

主

催

中標津町全町内会連合会子供育成部

申込・問合先

業
工

※上履きをご用意ください。
※各製品、数に限りがありますので、品切れについてはご
容赦ください。
※校地内駐車場は混雑が予想されますので、駐車の際はご
注意ください。また、校地内は全面禁煙です。

社会教育係
☎73－3111（内線277）

…………………… 12月 4日㈰

ひかり幼稚園………………………… 11月13日㈰
愛光幼稚園…………………………… 11月19日㈯
第２ひかり幼稚園…………………… 11月20日㈰
計根別幼稚園………………………… 11月27日㈰

学校公開日のご案内
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

中標津中学校
☎72－2626

11月24日㈭
8：40～15：15

フリー参観日

中標津東小学校
☎72－3314

11月28日㈪・29日㈫
12月１日㈭
13：30～14：15

学習参観
28日～低学年
29日～中学年
１ 日～高学年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

12月１日㈭
13：40～14：25

学習参観

武 佐 小 学 校
☎74－2004

12月２日㈮
13：25～14：10

学習参観
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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

学校の情報

カトリック幼稚園（クリスマスお祝い会）

学校名

生涯学習情報

子ども下の句カルタ
参加者募集中
練習会

学校の情報

８月下旬より１学年１週間、２学年３週間で中標
津町および標津町内の事業所にて実習させていただ

少なからず不安を抱えてスタートする実習ですが、
帰校するどの生徒も笑顔に溢れ、自信に満ちた姿に

きました。１学年は教員が引率指導しますが、２学
年になると教員引率はせず、自分ひとりで実習先に
通勤することも少なくありません。

成長を感じることができました。
地域の方々のご理解とご協力を賜りながら「現場
実習」を始め、望ましい職業観、社会的自立につな

また中標津町より「現場実習支援事業」として、
教育振興車両の利用など交通手段の確保および財政
的援助をいただき、本活動の幅が広がることへの支

がる本校キャリア教育を更に推進していこうと思っ
ております。今後ともどうぞよろしくお願い致しま
す。
（教頭 小林洋介）

援に対し大変感謝しております。
３学年は卒業後の生活に見通しを持つ目的で、進
路希望先にて５週間の実習プログラムを組んでおり

※生 徒ひとり一人の実態に応じた実習先の開拓を進めて
おります。新規現場実習先としてご協力いただける事業
所がございましたら、ご連絡いただければ幸甚です。

ます。事業所での就労を希望している生徒は、卒業
後の就労を前提としていますので、就職試験に等し
く位置づけられている場合もあります。しかし、こ
の実習で実力が発揮できないことは、卒業後の就労
が不可となることも考えられます。そのために生徒
たちの取り組みは真剣そのものです。
このような現場実習を通して、職場の方から直接
手ほどきを受けたり、互いの会話を重ねることでコ
ミュニケーション能力を養ったり、叱られたり褒め
られたりを繰り返しながら仕事に対する姿勢を錬磨
できることは、教科書だけでは得ることのできない
大きな学習成果を実感できます。各学年それぞれが

10 月５日釧路新聞掲載写真

スポーツ情報

【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

◇アカデミー行事
◎第24回ドッヂビー大会（秋季）

◎ミニテニスを楽しむ会
と

と き／11月12日㈯
ところ／総合体育館

き／11月９日・16日・30日
水曜日

午前９時～10時30分

と

き／11月14日㈪・28日㈪

◎ミニテニスをやってみる会

午後１時30分～２時30分
ところ／総合体育館

き／11月11日・18日・25日・12月２日
金曜日

午前９時～午後１時

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

ところ／総合体育館

と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

午後１時30分～３時

問合先

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

財団主催

～はじめの一歩～

〔予備日〕平成29年１月11日㈬・12日㈭
12月27日㈫、28日㈬ 10：30～11：45
初めてスケートを行う、またはスケート靴で氷上を歩くのがやっとの小学生30名
1,400円
申込期間 11月14日㈪～12月13日㈫

レベルアップスケート

～さらなるレベルアップを～

〔予備日〕平成29年１月11日㈬・12日㈭
12月27日㈫、28日㈬ 13：15～14：30
スケート靴で氷上を走る、滑ることができる小学１・２年生30名
1,400円
申込期間 11月14日㈪～12月13日㈫

申し込みについて
○総合体育館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。
問合先／総合体育館

☎72－2316

夏季スポーツ施設閉場および
冬季施設開場のお知らせ
今年度の夏季スポーツ施設は、10月31日をもって閉場
いたしました。たくさんのご利用をいただき、ありがとう
ございました。
現在、冬季スポーツ施設の開場に向け準備を進めていま
す。開場日は、財団ホームページ、報道機関をとおしてお
知らせします。

冬季施設オープン予定
【中標津町運動公園】
スピードスケート場、アイスホッケー場……12月中旬

中標津アイスホッケー少年団

「アイスブレッツ」

新規団員
募集中！
初心者大歓迎

募集対象
幼稚園児～小学校高学年までの男女
※小学生低学年大歓迎。
※防具の貸し出し（わずかですが）あります。
活動日程
8月～12月
釧路室内リンク（月数回）
12月～ 3月上旬 中標津町運動公園アイスホッケー場
1月～ 2月
各種大会出場
申込・問合先
中標津アイスホッケー少年団

対木（ついき）☎090－2749－8021

4

温水プール
整備休館のお知らせ
整備休館：平成28年12月11日㈰～

平成29年１月６日㈮
利用再開：平成29年１月７日㈯

午後２時
問合先／総合体育館
☎72－2316

（公財）日本水泳連盟

泳力検定会
と

参加者募集!

き／12月４日㈰
受付 午前９時～９時20分

ところ／温水プール
申込締切／11月６日㈰午後５時まで
その他／詳細は温水プール、総合体育

主

館で配布している開催要項を
ご覧ください。
催／中標津水泳協会

問合先／総合体育館

☎72－2316

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
対
象
受 講 料

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

小学生スケート教室 スケートの基礎や
上達のコツをつかもう♪ 参加者募集中!!
はじめてのスケート

と
き
対
象
受 講 料

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

としょかんクリスマス会

除籍本還元フェアのお知らせ

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

みんなで歌って踊って、クリスマスを楽しも
う！読み聞かせサークル「おはなしの木」によ
る、ハンドベルの演奏や、読み聞かせもありま
す！クリスマス会の前には、工作教室を開催し
ます。
※クリスマス会は申し込み不要ですが、工作
教室は事前申し込みが必要です。

図書館で除籍となった小説・実用書・絵本・
児童書・雑誌などを再活用していただくため
に、リサイクル本として無料でお譲りします。
冊数制限はありませんので、この機会にお気に
入りの１冊を見つけてみませんか？
と き／12月１日㈭～４日㈰
午前10時～午後７時
ところ／しるべっと 町民ホール（図書館側）
・譲渡後の転売など、営利目的としての参加は
ご遠慮ください。
・本を入れる袋をご持参ください。
・会場設置のアンケートにご協力願います。

パパさんおはなし会

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

と き／12月11日㈰ 午前11時～12時
ところ／しるべっと コミュニティホール

★クリスマス工作教室
「ふわふわツリーをつくろう！」
と

き／12月11日㈰
午前10時15分～10時45分
ところ／しるべっと コミュニティホール
対 象／町内在住の３才児～小学校２年生
定 員／先着20名
申込期間／11月19日㈯～12月４日㈰
申込先／図書館 ☎73－1121

11月の展示

読み手募集中‼
一般展示

一緒に絵本を読んでくれるお父さんを募集中
です！
と き／12月10日㈯ 午後２時～２時30分
ところ／図書館 おはなしコーナー
対 象／絵本に興味のある男性。年齢問わず。
募集人数／２名程度
申込先／図書館 ☎73－1121
申込締切日／12月８日㈭

『七五三

子どもと育とう』

★11月15日は「七五三」です。子どもとともに
育つ社会を目指し、いろいろな子育て論を読ん
でみませんか？

児童展示

『おしごと探検隊』

★わたしたちの生活は、たくさんのお仕事に支え
られています。いろんなお仕事を調べてみま
しょう！

郷土学習情報

武佐岳

寄贈資料紹介！

中標津町総合体育館が 10 月１日から供用を開始するにあた
り、旧体育館で所蔵していた古い写真や絵画資料等を寄贈して
いただきました。その中には旧体育館の建設中の写真や、今はな
くなってしまった施設の資料をはじめ、貴重なものがいくつも
ありました。今回はその中から３件ご紹介します。
細見浩 作
版画『冬眠

元北海道知事
町村金五 揮毫
『錬心清志』

昭和 46 年１月 22 日、
根室の海』 札幌オリンピック聖火
リレーで使用した旗

☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm
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☎72－2190

文化会館ホームページ

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

第39回文化講演会

「中標津町総合体育館 開館記念 稲葉篤紀トークショー」
と

き／11月27日㈰

ところ／総合体育館

午後６時30分開場

午後７時開演

メインアリーナ

入場料／無料ですが、入場整理券が必要です。
※入場整理券１枚につき１名入場できます。
※未成年の方は保護者同伴でお越しください。
※車イス席をご希望の方は、事前にしるべっとへお申し込みくだ
さい。
※手 話通訳が必要な方は、公演の10日前までにしるべっとへお

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

申し込みください。
※上靴またはスリッパをご持参ください（外靴を入れる袋もご持
※全席自由のため、入場順によっては２階観覧席またはアリーナ
後方立ち見となる場合がございます。
配布場所／しるべっと、総合体育館、交流センター

整理券
配布中

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

賛／一般社団法人中標津青年会議所、中標津ロータリークラブ、中標津ライオンズクラブ

◎会場は、しるべっと

町民ホール

第211回 ロビーコンサート

「過去から未来へのエコー」
第210回 ロビーコンサート

「NHK 朝の連続 TV 小説 主題歌集」

と

き／11月26日㈯

午後１時開演

出

演／丸山小学校合唱部

プログラム／「シーラカンスをとりにいこう」、「ふるさと」 ほか

と き／11月12日㈯ 午後１時開演
出 演／しゃぼんだま
プログラム／「春よ来い」、「365日の紙飛行機」 ほか

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

第29回 なかしべつ美術展

第10期ナカシベツ大学講座のご案内

「生き物たちの繋がりを考える」
エゾシカが増えるといなくなる生き物は？
木に空いた穴・樹洞が森の中で果たす役割と
は？
と

き／11月24日㈭

ところ／しるべっと 第２研修室
講 師／根室市歴史と自然の資料館
学芸員 外山 雅大 氏
聴講料／1,000円
主

と

き／11月11日㈮～14日㈪
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと
コミュニティホール、展示室
内 容／町 内美術愛好家の作品（絵画、水彩
画、和紙絵など）を一堂に集めた展示
会です。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

午後７時開始
聴講生
!
募集中

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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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。

参ください。）

生涯学習・文化芸術情報

※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。

○中標津音楽教室エレクトーン科発表会
と

き／11月12日㈯

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

○中標津中学校吹奏楽部第42回定期演奏会
と

き／11月13日㈰

主

と

き／11月16日㈬

ところ／しるべっと

と

入場
無料

催／中標津音楽センター

◎海野俊輔トリオ

○第20回津田智佳子門下生ピアノ発表会

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

主

午後７時開演
コミュニティホール

琴名流大正琴・琴悠会釧根支部交流会
と

ところ／しるべっと
主

主

と

町民ホール

ところ／しるべっと
主

午後１時開演

主

と

催／中標津町教育研究会、中標津町教育委員会

き／11月20日㈰

正午開演
コミュニティホール

催／根室管内音楽教育研究会

き／12月４日㈰

ところ／しるべっとホール
主

催／小野富美子・今利恵音楽教室

○フリーマーケット

入場
無料

催／小川ようこピアノ教室

と

○第22回ＫＢＡピアノ演奏コンクール
き／11月23日（水・祝）

ところ／しるべっと
主

入場
無料

午後１時開演

き／12月４日㈰

ところ／しるべっと
と

入場無料

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

き／12月３日㈯

エレクトーン発表会

○第11回小川ようこピアノ教室発表会
と

入場無料

○第８回小野富美子・今利恵音楽教室

入場
無料

ところ／しるべっとホール

コミュニティホール

催／琴悠会・釧根支部

午後３時まで

催／中標津町教育研究会

き／11月19日㈯

午前10時開演

○根室管内リコーダーコンテスト

午後４時30分から

○第54回中標津町小中学校音楽交流発表会
と

き／11月28日㈪

ところ／しるべっと

○第44回中標津町小中学校きらきら作品展
11月28日㈪

入場

催／ＰＩＡＣＥＲＥ（ピアチェーレ） 無料

○平成28年度

催／音楽倶楽部

き／11月18日㈮

午前11時30分開演

ジャズコンサート

※当日500円増し

と

き／11月27日㈰

ところ／しるべっとホール

入場料／前売一般2,000円、高校生以下1,000円
主

入場
無料

主 催／中標津中学校吹奏楽部

○中標津音楽教室ピアノ科発表会
と

午後６時30開演

ところ／しるべっとホール

入場
無料

催／中標津音楽センター

き／11月26日㈯

問合先／事務局：及川
主

午前９時30分開演

☎090－1648－2965

催／おもちゃ箱
※出店料の一部が町の福祉のために寄付

コミュニティホール

催／北根室鍵盤楽器協会

コミュニティホール

入場無料

されます。
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平成29年成人式について

計根別

生涯学習情報

町に住民票のない方は、お早めに連絡を!

第34回計根別芸術文化祭

平成 29 年の成人式は１月７日㈯、しるべっ
とを会場に行われます。新成人の対象となるの
は、平成８年４月２日から平成９年４月１日ま
でに生まれた方です。
学校や勤務先の関係で町に住民登録がない方
も出席することができます。出席を希望される
方は、お早めに下記までご連絡ください。
また、新成人のご家族や知人の方も、成人式
会場に入場いただけます（申込不要）。

たくさんの方のご来場をお待ちしています。

○第11回 食の祭典！計根別新そば祭り
と

き／11月13日㈰ 午前11時～午後１時30分

○芸能発表会
と

き／11月20日㈰ 午前10時～午後３時30分

○お茶会
と

き／11月20日㈰ 午前10時30分～午後３時

募集

※お茶菓子付き。無くなり次第終了。

き／11月20日㈰

成人式で「誓いのことば」
「町民憲
章」を読んでいただける、新成人の方

（ともに男女 1 名ずつ）を募集します。希望者は

○子ども将棋大会
と

11 月 15 日㈫までに、下記連絡先へお電話くだ

午後６時～８時

さい。応募多数の場合は抽選
となりますので、あらかじめ

○総合展覧会
と

ご了承願います。

き／11月26日㈯～29日㈫
午前９時～午後10時



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

連絡・問合先／社会教育係
 ☎ 73 － 3111（内線 277）

※会場は、すべて交流センターです。

ようこそ！ガーバー先生 ～新しい英語指導助手が着任しました～
７月に任期満了となり帰国した英語指導助手のジョナサン・べッカー
先生の後任として、アンドリュー・ガーバー先生が着任しました。夏休
み明けから町内の学校で英語の指導にあたっています。
はじめまして。中標津町の新しい英語指導助手のアンドリュー・
ガーバーです。アメリカ合衆国カリフォルニア州から来ました。大
学では言語学を専攻して、１年間大阪に留学していたことがありま
す。2011 年から３年間モンゴルで英語を教えていましたが、日本
で英語を教えるのは初めてです。また、北海道に来たこともなかっ
たので、中標津町での生活を楽しみにしています。どうぞよろしく
お願いします。

編集後記

▼ 総 合 体 育 館 が オ ー プ ン
し て か ら 一 ヶ 月 が 経 過 し、
これまでスポーツ活動は
もちろん、見学や視察など
でも多くの方が来館され
ました。
こ れ か ら も 各 種 大 会 や
イベントで、大いに活用願
います。役目を終えて今は
ひっそりとしている旧体
育館は、前を通るたびに寂
しさを感じます。楽しい思
い出が多い人ほど、それは
より大きく感じるのでは
ないでしょうか。 （ 和田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
11月６日～12月５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、11 月７日㈪・21 日㈪、12 月
５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、11 月７日㈪・14 日㈪・21 日㈪・
24 日㈭・28 日㈪、12 月５日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日ですが、祝日の場合は翌日となります。
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一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

