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

・計根別学園（後期課程）
主

催

問 合 先

２人

４人

（計10人）

中標津町教育委員会
学校教育課

☎73－3111（内線273）
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昨年の中学生議会より

け」といいます。ストロークが不足すると心は
栄養失調になり、次第に元気を失っていきます。
赤ちゃんにミルクを飲ませる時、やさしいま
なざしで見つめ、やさしい言葉をかけてあげ

心に栄養を !

る。お母さんの雰囲気や表情で、赤ちゃんに愛

私たちは誰もが子どもから大人へと成長して

情は伝わります。子どもが成長していくうえ

いきますが、それは身体だけではなく心も成長

で、とても大切なものなのです。大人でも「お

していくのだそうです。

はよう」や「ありがとう」という言葉だけでも、

人の成長にとってどちらも大事なものです

人は認められた様に感じて嬉しいものです。

が、私たちは目に見える身体には何かと気を使

プラスの言語ストローク「ほめる・あいさつ・

いますが、目に見えない心の方はついおろそか

励ます・語りかける・慰める・認める」、非言

になりがちです。

語のプラスストローク「なでる・手をふる・抱

しかし、身体に栄養が欠かせないように、心

きしめる・ほほえむ・うなずく・握手する」を

にも十分な栄養を与える事が必要なようです。

受け取ると、私たちは嬉しく感じるのです。

その心の栄養で一番大事なものが「認めてあ

自分の心の中にプラスのストロークがたまっ

げる」という栄養です。人間には元々人格的欲

ていれば、他人に対して与えることができ、ま

求というものがあり、その一番強いものが「承

た人から貰うこともできる。そしてスパイラル

認の欲求」だと言われています。それが満たさ

状に信頼や愛情が築かれていくのだそうです。

れると俄然やる気が出てきて、自分の持ってい

忙しい毎日、イライラしてつい怒ってしま

る能力を最大限に発揮することが出来るのだそ

い、子どもの寝顔を見ながら反省することが私

うです。

もしばしばありますが、今一度プラスのスト

心の栄養のことを心理用語で「ストローク～

ロークに満ちた子育てを考えてみませんか。

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場

◎くたくたミニテニスクラブ 一般対象
と

き／10月11日・18日・25日
水曜日 午後１時30分～３時
ところ／総合体育館

一般対象

と

き／10月11日・18日・25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!

一般対象

き／10月12日㈭・23日㈪
午後１時30分～２時30分
ところ／総合体育館

き／10月６日・13日・20日・27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）

問合先

一般対象

と

と

と き／10月28日㈯
ところ／総合体育館

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

午前９時～10時30分

と

き／10月12日㈭・23日㈪
午後１時～３時
ところ／しるべっと

〒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

2

※会員対象

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

◎ミニテニスを楽しむ会

家庭教育・子育て支援情報

他の存在や価値を認めるための言動や働きか

学校の情報

中標津町立 計根別幼稚園の新入園児募集について
平成30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26年４月２日～平成27年４月１日 生まれ
年中児（４歳児） 定員35名
平成25年４月２日～平成26年４月１日 生まれ
年長児（５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

◎平成31年度に保育料の変更予定があります。

園児募集のご案内

平成30年度（2018年度）

中標津町私立幼稚園協議会では、下記のとおり平成 30 年度の園児募集を行います。
★入園願書発行日…10月16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
お問い合せください。
★入園願書発行園…右記の幼稚園

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）

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。
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。
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。
中標津町私立幼稚園協議会では、町の要望を受け、平成 31 年度から４園同時の子ども・子育て
支援新制度移行に向けて準備を進めていきます。各幼稚園の運営形態等については、今後保護者
の皆さまに周知いたします。

中標津・丸山……………………… 10月29日㈰

○文 化 祭
・中学校

○学 芸 会

中標津…………………… 10月21日㈯・22日㈰

・小学校

広

中標津東…………………………… 10月15日㈰
俵

陵…………………… 10月22日㈰・23日㈪

・義務教育学校
計根別…………………… 10月28日㈯・29日㈰

橋……………………………… 10月21日㈯
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体育施設ホームページ

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

（公財）日本水泳連盟 泳力検定会

中標津スピードスケート少年団

新規団員
募集中!

君たちもトップアスリート

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／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
☆問い合わせは総合体育館（☎72－2316）まで。
☆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

午後２時～４時45分

午前

午前10時～11時45分

夜間

午後５時～８時45分

午後

午後１時～４時45分

閉館時間は午後９時

閉館時間は午後５時

☆小中学生は午後５時以降、高校生は午後７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、総合体育館（☎７２―２３１６）まで。

と き／11月26日㈰ 受付 午前９時～９時20分 ※プール開館は午前９時
ところ／温水プール
申込方法／温水プール、総合体育館で配布している実施要項の申込書に必要事項を記入し、11月
７日㈫午後７時までに、温水プール窓口へ提出してください。
※10/16、11/６は休館日のため受け付けできません。
その他／今年度より６級・７級の検定項目が追加になりました。
くわしくは開催要項をご覧ください。
検定料／１種目につき500円（１人２種目まで）
※当日の検定種目変更は認められません。
※検定当日、会場で受付時に納入。
認定料／１種目につき700円
※検定を受けて合格発表後、合格した全ての種目の
認定料を納入。
主 催／中標津水泳協会
問合先／総合体育館 ☎72－2316

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

読書週間

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

10月27日㈮～11月９日㈭

「本に恋する季節です!」

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

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）

★ 特別展示
  「本にヒトメボレ!」

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

★ 古本市

１冊10円!

町民の皆さんの厚意
で集まった本を販売し

司書が選んだヒトメボレ本を展示・貸し出し
します。

ます！

期

期

間／10月21日㈯～11月５日㈰

会

場／図書館しるべっと側

間／10月21日㈯～11月５日㈰

販売期間／図書館開館中（午前10時～午後７時）

★ コーヒーのおいしい朗読会

主

ます。

る朗読を、本格ドリップコーヒーと共におたの

買い物袋・小銭をご用意ください。

しみください。
き／11月５日㈰

ところ／しるべっと

午後１時～１時30分
町民ホール

★ ブックカバーサービス
１人１回１冊まで

いずれも参加無料

紫外線や水を弾く、透明なフィルムカバーを

※会場の記載がないものは図書館で開催

問合先

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

朗読アナウンスサークルえくすぷりーどによ

と

入り口前

図書館

おかけします。
期

☎73－1121

10月の展示
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間／10月28日㈯～11月３日（金・祝）

一般展示

『芸術の秋！』

児童展示

『ぼうけんにでよう！』

文化会館ホームページ

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

第40回文化講演会

「～命を支えるということ～
と

“がんばらない”けど“あきらめない”」

き／12月15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
講

かま た

みのる

師／鎌田 實 氏（諏訪中央病院名誉院長）

入場料／一般

1,000円

学生

  500円

中!

ト販売

チケッ

※全席自由、税込み、当日500円増し。

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

※未就学児童の入場はご遠慮ください。
しるべっとへお申込みください。
プレイガイド／しるべっと、総合体育館、交流センター、標津町生涯学習センターあすぱる、
別海町中央公民館
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

賛／（一社）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

鎌田實 氏 1948 年、東京生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業後、長野県の諏訪中央病院へ赴任。30 代
で院長となり、潰れかけていた病院を再生させ、長野県はいまや長寿日本一となった。一方、1991 年より
ベラルーシ共和国の放射能汚染地帯へ 100 回以上の医師団を派遣し、約 14 億円の医薬品を支援（JCF）。
2004 年にはイラク支援を開始し、難民キャンプでの診察を実施（JIM － NET）。３ .11 以降は東日本の被災
地支援に力を注いでいる。日本テレビ情報番組「news every.」毎週木曜レギュラー出演中。ほか

公演間近！ まだ間に合うチケット情報
そら し

ファンタジー

◯演劇「空知る夏の幻想曲」（出演：札幌座）
と き／10月11日㈬ 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人2,000円、大人ペア3,000円
子ども（中学生以下）500円
※全席自由、税込み
プレイガイド／しるべっとほか

◎会場はしるべっと町民ホール

第223回 ロビーコンサート
と

き／10月７日㈯

午後１時開演

❶ 「 恋の季節 」
出 演／中標津女声コール（合唱）
プログラム／「Amazing Grace」、「また逢う日まで」 ほか

◯山内惠介熱唱ライブ2017
と き／10月20日㈮ 午後３時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／6,000円 ※全席指定、税込み
プレイガイド／しるべっとほか
※しるべっと取り扱い分は２階席のみです。

【残りわずか！】

❷ 「音楽のおくりもの 」
出 演／広陵中学校音楽部（合唱）
プログラム／「How Far Ｉ’ll Go」、「願いごとのもちぐされ」 ほか
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。

※託児サービス、手話通訳が必要な方は、12月５日㈫までに

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

第33回

交流センターホームページ

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

中標津 書道公募展
内

と

き／10月５日㈭～９日（月・祝）
※最終日は午後１時まで
ところ／しるべっと コミュニティホール

主
主

容／町内の学校や書道愛好家から募集した作
品と、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
管／中標津書道公募展実行委員会

～ 笑って踊れるジャズトリオ ～
エイチ

ゼ

ッ

ト

リ

オ

「 H ZETTRIO
と

き／12月24日㈰

What's Next 17／18

午後５時30分開場

」

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／一般

3,500円、高校生以下

1,500円

※全席指定、税込み、当日500円増し。
※３歳以下入場不可。４歳以上からチケットが必要です。
チケット発売日／10月28日㈯午前９時から ※電話予約は午後１時から
プレイガイド／しるべっと

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

【H ZETTRIO】 2014 年、世界 3 大ジャズ・フェスティバル「モントルー・ジャズ・フェスティバ

ル」への出演をキッカケに、国内外の大型フェスに多数出演。ピアニストの H ZETT M（ピアノ／青鼻）は、
2015 年に解散した“PE’Z ”のヒイズミマサユ機、またもや椎名林檎が率いた“東京事変”第一期の鍵盤だっ
た「H 是都 M」なのではないかという憶測が飛び交うも、本人はぼんやりと否定。ユニーク且つ“無重力奏法”
と形容されるテクニカルなピアノと、H ZETT NIRE（ベース／赤鼻）、H ZETT KOU（ドラムス／銀鼻）が支
えるキレのあるリズムセクションを武器に、独自のアンサンブルを響かせる。即興演奏の面白さ、オンリー
ワンのパフォーマンスは必見！

※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回中標津高等学校吹奏楽部定期演奏会

◎2017中標津ユニフェス

◯広陵中学校校内合唱コンクール

◯第26回藤井美智子門下生ピアノ発表会

と き／10月14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

と き／11月４日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール、コミュニティホール
入場料／1,000円
主 催／北海道ユニセフ協会 道東支部 中標津友の会

と き／10月23日㈪ 午後０時35分開演
ところ／しるべっとホール
入場
無料
主 催／中標津町立広陵中学校

◯フリーマーケット

と き／11月５日㈰ 午前10時～11時30分
ところ／しるべっと コミュニティホール

と き／11月５日㈰ 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／PIACERE（ピアチェーレ）

入場
無料

問合先／事務局：及川里江☎090－1648－2965
主 催／おもちゃ箱
※出店料の一部が町の福祉のために寄付されます。

7

第６回西部地域

親子たこづくり たこあげ大会

と

き／10月14日㈯
午前９時～午後12時15分
ところ／ウェディングプラザ寿宴
講 題／「今、子どもたちに必要な力とは」
講 師／北海道大学学務部長 出口 寿久 氏

と

き／10月22日㈰ 午前10時開始
※雨天決行
ところ／運動公園
◎たこづくり教室は、午前10時から
運動公園管理棟で開催します。た
こあげキットは１個100円です。
対 象／幼児から大人まで。
定 員／先着200名 ※申込書（しるべっと
等で配布のチラシ参照）をFAXで
提出。10月13日締め切り。
申込先／桜 井 FAX72－9345
問合先／佐々木 ☎090－3393－9894
主 催／西部地域まちづくり協議会・たこあ
げ大会実行委員会

◎文 部科学省のコミュニティ・スクールマイ
スターとして、全国の講演会で活躍中です。

中標津町教育委員会では、学校、保護者、
地域が知恵を出し合い、地域とともにある学
校づくりを進めるため、４月から順次、町内
全ての学校にコミュニティ・スクールを導入
しています。
コミュニティ･スクールに対する理解を深
めるため、皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。

「体育の日」施設を
無料開放します !

なかなか健康なかしべつ2017
〈ジュニア選手体力測定＆成長期スポーツ検診〉
と

き／11月18日㈯ 午後３時～６時
11月19日㈰ 午前９時～12時
ところ／総合体育館 サブアリーナ
対 象／町内のスポーツ少年団・運動部など
に所属する小・中学生
種 目／形態測定４種目、体力測定６種目
※個人の測定結果は後日配付。
成 長期スポーツ検診（フィジカル
チェック・ストレッチ指導）
※小学５年生以上
参加料／無料
申込締切／11月３日（金・祝）
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
問い合わせ・申込先（申込用紙配布）
総合体育館 ☎72－2316 ※休館日をのぞく

10月９日（月・祝）
・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。

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

編集後記

▼ １ヵ月ほど前になります
が、仲間内でキャンプに行
きました。お腹いっぱい食
べて飲んで、仲間と一緒に
わいわい出来て楽しい時間
でした。
その中で人生初の肝試し
をしました。外灯がない道
を歩くというものでした
が、廃墟のような建物もあ
り、非 常 に 怖 か っ た で す。
つぎは驚かせる側として
やってみたいなと思いまし

た。こ れ が、こ の 夏 一 番 の
思い出でした。  （輪島）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
10月６日～11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、10 月 16 日㈪、11 月６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 10 日㈫・11 日㈬・16 日㈪・
23 日㈪・30 日㈪、11 月６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、翌々日となり
ます。
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生涯学習情報

「子どもの学力・生活習慣改善研修会」のお知らせ

