第36回 中標津町じどうかん祭り
５つの児童館を連絡バスで巡るじどうかん祭り! パスポートを使って楽しもう!!

【じどうかん祭り】テーマ「世界旅行～いろいろな国～」
●と

き：10月１日㈰

午前10時～午後３時

●ところ：各児童館

児童センターみらいる

なかよし児童館

【アメリカ】

【エジプト】

お化け屋敷・カジノ・ショップほか

（カレーライス・アメリカンドック
パイナップルゼリー）

わんぱく児童館
【アイスランド】
オーロラ・アイストンネルほか
（ハンバーガー・ドーナッツ・ゼリー）

ピラミッド・宝探しほか
（うどん・からあげ・チョココロネ）

西

児

童

館

計根別児童館

【ドイツ】
ゴレブロック・

ノイシュヴァンシュタイン城ほか

（フランクフルト・お菓子セット・やきそば）

【南アフリカ】
オレンジ川・サファリほか
（まぜごはん・お菓子セット）

食券／９月14日㈭まで
〈食券・パスポート先行販売〉 販売期間 パスポート／祭り当日まで

販売場所／各児童館

※じどうかん祭りで遊ぶには、今年から参加料としてパスポート（100 円）の購入が必要です（保険料含む）。
食券はどこの児童館でも購入できますが、当日引き換えできる場所は取り扱い児童館に限りますので、お子さ
まと行きたい児童館を相談してからご購入ください。払い戻しはできませんのでご注意願います。

※当日は児童館連絡バス運行のため、午前 10 時から午後 3 時までの間、特に児童館近隣にお住まいの皆様方
には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
主催：第36回中標津町じどうかん祭り実行委員会
問合先・事務局：中標津町子育て支援室 ☎73－3111（内線230）
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神奈川県川崎市と長野県富士見町、中標津町の子どもた
ちが参加する「友好自治体交流会」が、８月１日から４日ま
で川崎市で開催され、町内から小学５・６年生 10 名が参
加しました。
参加者を代表して２名の感想文を紹介します。



計根別学園５年生

中

村

はな

ね

花 寧

友好自治体交流会を通して楽しかったことは、２つあります。１つ目は、友達と遊んだことです。ウ
ノやトランプ、モノマネ、カラオケ大会などをしたことです。友達と住所交換もしました。２つ目は、
友達と「よみうりランド」で遊んだことです。最初にユーフォーという乗り物の場所に行きました。焼
きそば作りの工程をメインにした乗り物です。60 分も並んだけれど、友達と話している間に、あっと
いう間に過ぎました。途中ジェットコースターのように、坂を上がり、急に下がりグルグル回りなが
ら下がったので、友達とわたしで「キャー」と言いました。焼きそばのカップにお湯を注ぐやかんの水
がドバドバ当たり、びしょぬれになりました。カップからお湯を出すところでは、わたしは奥のほう
で座っていたので、当たらずにすみましたが、手前の友達２人にはたくさん水が当たっていたので、
すごくぬれていました。
お昼になると、クレープ屋さんに行きました。食べながら、
「次、どこ行く～」と、相談しました。次
に、アニマルレスキュー、メカンチュラの襲撃では、くものロボットをじゅうで撃つゲームでした。わ
たしは、なかなかくもに命中せず、イライラしました。次に、暑くなったのでマイナス 40℃のアイス
を食べました。口の中でアイスがくっついたので苦戦しました。お土産を買いに行ったときは、一緒
にいた友達２人とおそろいのキーホルダーを買いました。他には、学校の友達や家族にも、お土産を
買いました。
交流会では、たくさんの友達、たくさんの思い出ができました。友達は、最初できるか不安だったけ
ど、みんな優しくて、おもしろい人たちばかりだったので、ほぼ全員友達になれました。大人になった
ら、みんなで会う約束をしているので、その時が楽しみです。



中標津小学校５年生

川原田

とも

き

僚 季

ぼくは、８月１日から８月４日まで、川崎市に行きました。その理由は、友好自治体交流会に参加し
たからです。なぜ、これに参加したかというと、他の町の人と友達になりたかったからです。
当日は、飛行機や電車、バスで川崎市まで行きました。川崎市に着くと外は大雨で、タクシーがいな
かったので 15 分くらい歩いて「青少年の家」まで行きました。着いたときは靴下までぬれていました。
その後、風呂に入り食事をすると、寝る時間になりました。ぐっすり眠れました。
２日目は、川崎市の人と富士見町の人と一緒に「東芝未来科学館」に行きました。
「東芝未来科学館」
は、実験や体験ができる施設です。そこでぼくは、色々なことを学べました。次に「かわさきエコ暮ら
し未来館」に行きました。
「かわさきエコ暮らし未来館」は、ごみの分別の仕方などが学べる施設です。
そしてぼくは、そこでごみの色々な分別の仕方を学びました。最後に港に行き、巡視船に乗りました。
そこで学べたことは、すべて船は右側通行だとわかりました。そして夕食などを食べ、寝る時間にな
り、みんなでトランプをして楽しかったです。
３日目は「よみうりランド」に行きました。その日は、くもりだったけど、ものすごく暑かったです。
そして、ぼくが一番心に残ったジェットコースターは、バンデットとループコースターです。バンデッ
トは最高速度 110km のジェットコースターです。そして最高到達点の景色は、ものすごくきれいです。
次にループコースターに乗りました。ループコースターはその名のとおり、一回転するコースターで
す。全然混んでいなかったので、すぐ乗れました。
「よみうりランド」が終わると、富士見町の人と川
崎市の人とお別れをしました。そして、
「青少年の家」にもどると、夕食を食べ、お風呂に入りました。
みんなで入るお風呂は、楽しかったです。あっという間に、寝る時間になりました。次の日になると、
空港に行き、川崎市を後にしました。この旅行でよかった所は、友達をたくさん作れたところと、みん
なで協力できたところです。
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生涯学習情報

第25回友好自治体交流会に参加して

学校の情報

学校・幼稚園だより
気を持って挑戦する事も育ちの中で大事な事と思っ
て毎年実施しています。きもだめし後、仲良しのお
友だちと寝る準備。パジャマを着てお祈りをして布
団の中へ！お友だちと嬉しそうにおしゃべりをして
いたと思ったら、午後９時 30 分にはスヤスヤと眠
りについていました。
翌朝６時 30 分に起床して朝の支度をし、朝食の
サンドイッチをいただきました。仲良しのお友だち
とカレーライスを食べたことや、一緒に寝た事など
を話し合って９時 30 分に降園しました。
お泊り保育を通して子どもたちが、いろいろな事
をやれる自信や喜びを知る事が出来るものと信じ、
恒例行事として続けています。 （園長 池田弘子）

毎年年長児は１学期終了日の午後３時 30 分より
翌朝９時 30 分まで、一泊二日のお泊り会を行って
います。今年は年長児 23 名全員の参加でした。
日常は制服での登園なのですが、今日は私服での
登校！気持ちがウキウキしている様な顔での登園で
す。少し自由遊びをした後、お世話役のお母様方に
茹でてやわらかくしてもらったニンジンを、型抜き
で好きな形に。また、お母様方の指導を受けながら
ジャガイモを果物ナイフで小さく切る体験もしまし
た。初めて果物ナイフを使う子どもが半分くらいい
ましたが、ドキドキしながらも満足気の顔でした。
今度お家でもお母さんのお手伝いをしてやってみよ
うと、意欲を見せてくれる子どもが出てくれた事は
うれしい限りです。夕方に 40 分ほどお散歩をして、
午後５時 30 分に楽しみにしていた夕食のカレーラ
イスをいただきました。カレーの中に自分たちが型
抜きしたニンジンを見つけて“入ってる～”と笑顔！
午後７時 30 分より、玄関フロアーからゆり組の
教室までのコースに、父母や兄姉が扮装した「おば
け」がいっぱいの「きもだめし」です。怖い思いをさ
せる事は私としても種々思うことがありますが、勇

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

◎スポーツ体験広場（北方領土まで歩こう会）

◇スポーツ広場
◎ミニテニスを楽しむ会

と き／９月18日（月・祝）
ところ／根室市

一般対象

と

き／９月６日・13日・20日・27日
水曜日 午前９時～10時30分
ところ／総合体育館

◎ミニテニスをやってみる会

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
と

き／９月11日・25日
月曜日 午後１時30分～２時30分
ところ／総合体育館

一般対象

と

き／９月８日・15日・22日・29日
金曜日 午後１時30分～３時
ところ／総合体育館

◇軽体操でさわやか気分

◎ジュニアミニテニス（幼・小・中学生対象）
と き／９月30日㈯
ところ／総合体育館

午前９時～10時30分

◎くたくたミニテニスクラブ

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

と

※会員対象

き／９月11日・25日
月曜日 午後１時～３時

ところ／しるべっと
問合先

一般対象

と

き／９月６日・13日・20日・27日
水曜日 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

体育施設ホームページ

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

なかなか健康なかしべつ

背伸ばし体操教室 ～猫背は10秒で治る！～



教室開始前に保健師等専門職による、からだ年齢のわかる体組成測定や健康相談を行います。

と

き

参加料
協 力

第41回 中標津町ソフトテニス大会
と き
ところ
対 象
種 目

参加料
主 管

申込締切 ９月15日㈮

10 月１日㈰ 〈開会式〉午前９時
町営テニスコート・町営ふれあいテニスコート
町内在住または町内のチームに所属の中学生以上の男女
ダブルス
①一般男子 ②中学生男子
③一般女子 ④中学生女子
高校生以上：１人 300 円／中学生：１人 150 円
中標津ソフトテニス協会

第49回 中標津バレーボール大会

申込締切 ９月24日㈰

と き 10 月８日㈰
ところ 総合体育館 メインアリーナ
対 象 町内の中学生チーム・管内のチームに所属する中学生
以上の男女
種 目 ６人制バレーボール
①男子の部 ②女子の部 ③混合の部
参加料 １チーム 2,000 円
主 管 中標津町バレーボール協会

くわしくは総合体育館で配布している開催要項でご確認ください。
問い合わせ・申込先

総合体育館（丸山２丁目１番地 18 ☎ 72 － 2316）それぞれの締切日までに参加

料を添えて、窓口へ申し込みください（午前９時から午後９時まで）。※休館日は受け付けできません。

遊泳時間

９月の温水プール
利用時間
4

午前

午前10時～11時45分

午後

午後１時～４時45分

夜間

午後４時55分～８時45分

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、総合体育館（☎７２―２３１６）まで。

ところ
対 象
講 師
持ち物

10月22日㈰ 午前10時～11時30分
申込締切 10月15日㈰
〈受付〉午前９時30分～９時50分
総合体育館 サブアリーナ
中標津町在住の一般成人
姿勢教育指導士 清水 真 氏
飲み物、室内用運動靴、大判タオル（またはヨガマット）
※運動に適した服装
１人100円（保険料込み）
中標津町保健センター

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

９月の展示
一般展示
『動物とわたし

動物愛護週間』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★９月は動物愛護週間に合わせ、動物の本
を展示・貸し出しします。

児童展示
『行ってみたいなあんな国！』
★異国の地理や文化を学べる本を展示・貸
し出しします。

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

わくわく★チャレンジ教室

「ハロウィンコスプレ！魔女＆魔法使いになろう！」
身近な物で工作して、魔女＆魔法使いのコスプレ
をしちゃおう！
と き：①10月14日㈯ 午前11時～11時45分
②10月15日㈰ 午前11時～11時45分
ところ：①しるべっと 視聴覚室（２階）
②交流センター 会議室（計根別）
対 象：町内在住の幼稚園年少程度～小学２年生
※幼児は保護者同伴の参加
定 員：各回10名
※定員を超えた場合は主催者による抽選
申込先：図書館（☎73－1121）
申込期間：９月23日（土・祝）～10月９日（月・祝）

絵本作家 「いしかわこうじさんと
特別講演会  親子で絵本のおはなし」
『おめんです』などでおなじみ、絵本作家のいしかわ
こうじさんが、親子向けに楽しいおはなしをしてくれ

「どうぶついろいろかく
れんぼ」
いしかわこうじ／作・絵
ポプラ社

ます！
と

き：10月22日㈰

午後３時～４時30分

※講演終了後は、絵本の即売会とサイン会
を行います。
ところ：しるべっと
対

第１研修室

象：乳幼児から小学生、保護者

問合先：図書館（☎73－1121）

いしかわ こうじ 絵本作家
1963 年千葉県生まれ。武蔵野美術大学卒業。
第 9 回講談社童画グランプリで大賞。2004 年イ
タリア・ボローニャ国際絵本原画展で入選。ほか
受賞作多数。代表作『おめんです』
『どうぶついろ
いろかくれんぼ』など。
◎ホームページ http://www.kojiishikawa.com

元収入役で、長年郷土の歴史について調査研究を重
ね、
『中標津町史』編さんにもご尽力された故中曽根
茂四郎さん所蔵の史料を、このたびご遺族より寄贈し
ていただきました。

中曽根茂四郎さん
昭和三十四年、武佐岳山小屋にて

郷土学習情報

寄贈資料のご紹介！

貴重な史料が数多く含まれており、興味をそそられるものばかりなのです
が、中でも中曽根さん直筆の町史年表には、昭和 34 年に「皇太子様ご成婚記
念」で、丸山公園にアカエゾマツ、トドマツ、カラマツなど 100 本が記念植
樹されたことなど、町史には掲載されていない出来事が克明に記録されてお
り、町の歴史を知る上で大変貴重な史料だと感じました。
こうした埋もれた情報を、今後どんどん紹介していきたいと思います。
☞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

そら し

文化会館ホームページ

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

ファンタジー

演劇「空知る夏の幻想曲」
と

き／10月11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／札幌座

入場料／大人（高校生以上）

2,000円

大人ペア（ペア割適用）3,000円

中!

ト販売

チケッ

子ども（中学生以下） 500円
※全席自由、税込み、前売・当日共通。

札幌座を知ろう！

※ペア割の適用は前日まで。

演劇応援プロジェクト
おトクなペア割あります♪

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

別海町中央公民館、羅臼町公民館、根室市総合文化会館
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

あらすじ 空知の旧産炭地。そこで小麦農家を営む大和田は、穂波という若い女性に小麦粉を頼まれ廃
坑を訪れる。ひょんなことから廃坑に閉じ込められた大和田。北海盆歌が遠くから聞こえる北海道の短い
ヤ

マ

夏、大和田は炭鉱の衰退や、再び石炭が注目されている現実、炭坑で生きた人々の姿を知る…。

出品者・投稿者大募集！
締め切り迫る！

町民ホール

第33回書道公募展

9／15
締め切り

「ディズニープリンセスコレクション」

中標津文芸第33号

9／30
締め切り

第30回なかしべつ美術展

10／31
締め切り

◎会場は、しるべっと

第222回 ロビーコンサート

と

き／９月９日㈯

午後１時開演

出

演／NGS（サックスデュオ）

プログラム／いつか夢で（眠れる森の美女）、星に願いを（ピノキオ） ほか
主

申し込み・問い合わせは、しるべっと（☎73
－1131）まで。たくさんのご応募を、お待ち
しています。

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 40 回文化講演会開催情報！

と

午後６時30分開場

～命を支えるということ～

講

午後７時開演

ところ／しるべっとホール

“がんばらない”けど“あきらめない”
かま た

き／12月15日㈮

プレイガイド等の詳細は、らいふまっぷ10月

みのる

師／鎌田 實 氏（諏訪中央病院名誉院長）

号でご案内します。

6

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。

プレイガイド／しるべっと、標津町生涯学習センターあすぱる、
主

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

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

交流センターホームページ

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

※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。

○雨城書道教室社中展
と

◎J＆K Ensemble en Ballet
設立記念公演 「パキータ全２幕」

き／９月７日㈭～10日㈰

と き／９月16日㈯ 午後４時開演
ところ／しるべっとホール

※初日は正午から、最終日は午後３時
まで。
ところ／しるべっと
主

入場料／2,000円 ※当日500円増し
主 催／J＆K Ensemble en Ballet

町民ホール、展示室

催／雨城書道同好会

◯第39回中標津町老人親睦芸能発表会

◯手紙の書き方体験講座
と

き／９月９日㈯

午前10時開始

ところ／しるべっと
講

と き／９月21日㈭ 午前10時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／中標津町老人クラブ連合会

第２研修室

入場
無料

師／手紙の書き方コンサルタント
安部 砂緒里 氏

◯第11回なまらウマイ！
中標津夢見新そばまつり

受講料／2,000円（資料、教材費含む）
持ち物／ふだんお使いの万年筆があれば、お持

と

き／９月23日（土・祝）
午前10時～午後２時
ところ／しるべっと コミュニティホールほか
※お 食事の際には別途料金が掛かり
ます。
入場
無料
主 催／中標津手打ちそばささ薮学校

ちください。
問合先／安部

☎090－9754－4090

（午前９時～午後７時）

○中標津ピアノ&ドリマトーン発表会
と

き／９月10日㈰

ところ／しるべっと

正午開演

主

◎青島広志わくわくコンサートin中標津
～１人で？２人で？気軽にピアノ～

コミュニティホール

催／舩水ピアノ教室

入場無料

と き／９月24日㈰ 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人2,500円、学生2,000円
ペア4,000円 ※当日500円増し
主 催／北根室鍵盤楽器協会（KBA）

◎ケイ赤城ピアノトリオジャズコンサート
と

き／９月11日㈪

ところ／しるべっと

午後７時開演

入場料／2,500円
主

コミュニティホール

※当日500円増し

◯第40回根室管内吹奏楽祭

催／音楽倶楽部

と き／９月30日㈯ 午後０時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場
無料
主 催／釧路地区吹奏楽連盟根室支部

◯根室管内発明工夫展
と

き／９月13日㈬～21日㈭

◎第26回中標津カラオケ歌まつり

※初日は午後３時から、最終日は午後

と き／10月８日㈰ 午後０時30分開演
ところ／しるべっとホール

３時まで。
ところ／しるべっと
主

町民ホール

入場料／300円
主 催／中標津カラオケ協会

催／根室地区発明工夫教育研究会
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・どちらも聴講料が1,000円
掛かります。

「自然とのホンモノの共生をめざして」
と
講

・会場はどちらも、しるべっと

き／９月７日㈭ 午後７時開始
師／糞土師 伊沢 正名 氏

第２研修室です。
◎問合先／
しるべっと（☎73－1131）

特別企画「マサイの今～伝統と変化のはざまで～」
と
講

き／９月22日㈮ 午後７時開始
師／マサイ族青年リーダー
ジャクソン・オレナイヨ・セイヨ 氏

主 催／
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

ほか

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

中標津小学校
☎72－2565

９月８日㈮・13日㈬・14日㈭
13：35～14：20

授業参観
8日～低学年
13日～高学年
14日～中学年

広 陵 中 学 校
☎73－3161

９月21日㈭
13：35～14：25

授業参観

丸 山 小 学 校
☎73－4411

９月21日㈭・22日㈮
13：40～14：25

授業参観
21日～１・２・３年
22日～４・５・６年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

９月28日㈭
13：40～14：25

授業参観

参加対象

保護者
および
地域住民

受

付

当日玄関
にて受付

○ 体育大会
・高 校
中標津農業……………… ９月21日㈭～22日㈮
中標津…………………… ９月27日㈬～28日㈭

○運 動 会

○ 修学旅行

・幼稚園
ひかり……………………………… ９月 9日㈯
愛 光……………………………… ９月16日㈯
計根別……………………………… ９月17日㈰

「学校行事だより」は随時掲載します。

編集後記

▼ 今 月 日 は〝 彼 岸 入 り 〟
です。今は亡き祖母はこの
時期になると、割烹着を着
て台所に立ち、小柄ながら
もごつごつした大きな手で
た く さ ん の お は ぎ を 作 り、
仏壇やお墓にお供えしてい
ました。僕は祖母のおはぎ
が楽しみで、学校から走っ
て祖母の家に行き、仏壇に
上がったおはぎを我れ先に
食べたことが、懐かしく思
い出されます。
今でも天国から割烹着姿
で、僕たち孫やひ孫たちを
温かく見守ってくれている
（村田）
ようです。 
20

・中学校
計根別…………………… ９月12日㈫～15日㈮

各生涯学習施設休館日のお知らせ
９月６日～10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、９月 19 日㈫、10 月２日㈪で
す。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日ですが、祝
日の場合は翌日となります。
郷土館の休館日は、９月 11 日㈪・19 日㈫・20 日㈬・
25 日㈪・26 日㈫、10 月２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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学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

生涯学習情報

第11期ナカシベツ大学講座のご案内

