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。たくさんの方の来
場を、お待ちしています。
と き
ところ
発表者

11月24日㈮ 午前10時～正午
しるべっと コミュニティホール
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30日㈭ 午前９時30分～午後２時55分
午前：開会式、実績発表（Ⅰ類・Ⅱ類）、海外研修報告（ニュージーランド・フランス）
午後：実績発表（Ⅲ類）、海外研修報告（ハワイ）、閉会式
ところ／しるべっとホール 〔入場無料〕
中標津町の基幹産業である酪農、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
が抱える問題に課題設定をしたプロジェクト活動の研
究成果を、９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（生産）
・農業と環境（食品））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、全ての分野において地域大会を突破して全道大会へ出場し、Ⅱ類で発表した肉加工研
究班が全道入賞を果たしました。そのほか６月にフランスで実施された教職員による海外視察、７
月にニュージーランドで実施された海外酪農研修、そして８月に全道農業高校生から選抜されて参
加したハワイ研修などの成果報告も予定しています。
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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町に住民票のない方は、お早めに連絡を！

ご観覧・ご来店をお待ちしています!
き／11月18日㈯
午前９時10分～音楽発表会・学年ステージ発表
午後０時20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）

☆学科即売会
【産業科・窯業科】皿類、カップ類、ご飯茶碗、丼など
【木 工 科】ベ ンチ、いす、額、ティッシュケース、カッ
ティングボード、収納ＢＯＸ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】バ ッグ、ポーチ、ランチョンマット、巾着、
ペットボトルケース、ガーゼハンカチなど

募集

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
11 月 15 日㈬までに、下記連絡先へお電話くだ
さい。応募多数の場合は抽選となりますので、

※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。

あらかじめご了承願います。
連絡・問合先／社会教育係

☎ 73 － 3111（内線 276）

第２ひかり…………………………… 11月12日㈰

ひかり………………………………… 11月19日㈰

愛

計根別・カトリック………………… 12月３日㈰

光………………………………… 11月18日㈯

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

中標津中学校
☎72－2626

11月15日㈬
午前８時40分～午後３時15分

フリー参観日

中標津東小学校
☎72-3314

11月27日㈪・28日㈫・29日㈬
午後１時30分～２時15分

学習参観
27日～低学年
28日～中学年
29日～高学年

俵 橋 小 学 校
☎73-3869

12月６日㈬
午後１時40分～２時25分

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

平成 30 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９年４月２日から平成 10 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入場いた
だけます（申込不要）。

と

生涯学習情報

平成30年成人式について

中標津高等養護学校 学校祭

学校の情報

俵橋小学校は、開校 102 年を迎えた中標津町の中
で最も歴史のある学校です。現在は全校児童 15 名

全校で協力して発表しています。さらにＰＴＡによ
る親子カヌー体験教室、紙飛行機ワークショップな

です。一人ひとり毎日のびのびと学校生活を送って
います。俵橋小学校での学びの様子を少しだけ紹介
します。

どの活動を通して親子の絆を深めています。
ほかにも川崎市の児童との交流学習、祖父母を招
いての収穫祭など、年間を通してとても多くの感動

一つめはさまざまな人からの学びです。書写の時
間には、佐々木古寿恵さんという書道の先生から教
えてもらっています。佐々木先生には書写だけでな

体験、人とのふれあいの機会があり、子どもたちは
心豊かに育っています。これからも一つ一つの学び
を大切に取り組んでいきます。 （教頭 今井浩文）

く手話も教えてもらっています。また、地域で行わ
れる牛まつりでは、いい牛はどの牛なのかを選ぶ
ジャッジングや、福嶋牧場を訪問して搾乳や子牛へ
のほ乳体験をしました。栽培学習では森島さんや多
田さんなどの、地域の畑作をしている方から直接指
導を受けました。三友さんには長年チーズづくり体
験と世界のチーズについて教えてもらっています。
さらに札幌から道新の方に来てもらいＮＩＥ出前講
座を毎年体験しています。
二つめは全校一体となった学びです。みんなで取
り組む朝ラン（朝のランニング）も二年目となりま
した。今年からは朝トレ（朝のトレーニング）にも取
り組んでいます。中休みの時間に、一輪車やハンド
スケボーなどの体力作りも行い、体力テストの結果
も向上しています。学習発表会や音楽交流発表会も

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
◎ミニテニスを楽しむ会
と

◎くたくたミニテニスクラブ 一般対象
と

一般対象

午前９時～10時30分

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◎ミニテニスをやってみる会

と

一般対象

問合先

◎ジュニアミニテニス（幼・小・中学生対象）
き／11月25日㈯

午後１時30分～２時30分

ところ／総合体育館

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

と

一般対象

き／11月13日・27日
月曜日

き／11月10日・17日・24日
金曜日

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

ところ／総合体育館

と

き／11月８日・15日・22日
水曜日

き／11月８日・15日・22日・29日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

3

〒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

財団主催教室

体育施設ホームページ

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

問合先

参加者募集中!!

総合体育館

☎72－2316

ちびっこスケートスクール
き

対

象

受 講 料

平成30年４月から新１年生になる子
申込期間

1,700円

11月17日㈮～12月17日㈰

はじめてのスケート教室 ～はじめの一歩～
と

き

対

象

受 講 料

12月26日㈫、27日㈬ 午前10時15分～11時30分
〔予備日〕12月28日㈭、29日㈮

定員 35名

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
申込期間

1,400円

11月19日㈰～12月19日㈫

レベルアップスケート教室 ～さらなるレベルアップを～
と

き

対

象

受 講 料

12月26日㈫、27日㈬ 午後１時30分～２時45分
〔予備日〕12月28日㈭、29日㈮

定員 35名

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
1,400円

申込期間

11月19日㈰～12月19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。

中標津アイスホッケー少年団

「アイスブレッツ」
募集対象

温水プール

新規団員
募集中！

整備休館のお知らせ

初心者大歓迎

整備休館：平成29年12月11日㈪～

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

堀 ☎090－8426－5013
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平成30年１月６日㈯

利用再開：平成30年１月７日㈰


午前10時

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、総合体育館（☎７２―２３１６）まで。

と

12月25日㈪、１月９日㈫、１月10日㈬ 午後１時30分～２時45分
※初回は総合体育館で実施。
定員 35名
〔予備日〕１月11日㈭、12日㈮

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/

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、クリスマスだけの特別なおはなし会も行い
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。
と き／12月10日㈰ 午前11時～12時
ところ／しるべっと コミュニティホール

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／11月30日㈭～12月３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。

★クリスマス工作教室
「すてきなサンタぼうしをつくろう！ 」
と

き／12月10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
※保護者同伴
定 員／先着20名
申込期間／11月12日㈰～12月３日㈰
申込先／図書館 ☎73－1121

11月の展示

みんなのおはなし会

一般展示

おはなし会で司書と一緒
に絵本を読んでいただける
方（年齢・性別問わず）を
募集しています。読んでいただいた方には、
絵本を１冊プレゼント!
と き／12月９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／乳幼児～小学校低学年程度、一般

『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

『どんなおしごとあるのかな？』

★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！

スポーツ情報

日本スポーツ振興くじ助成金を活用

３３０°アリーナの移動式バスケットゴールが整備完了!
昨年 10 月にオープンした総合体育館（３３０°アリー
ナ）の移動式バスケットゴールを、日本スポーツ振興く
じの助成金を活用して整備をおこなってきたところで
すが、このたび、サブアリーナ分のバスケットゴール購
入により２ケ年にわたる整備が完了し、当初からの計画
どおり公式コート３面が使用できるようになりました。
日本スポーツ振興くじ（toto・BIG）は、子どもから
お年寄りまで誰もが身近にスポーツに親しめる環境整
備や、国際競技力向上のための環境整備など、新たなス
ポーツ振興政策を実施するため、その財源確保の手段と
して導入されたものです。
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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

中!

ト販売

  500円

チケッ

※全席自由、税込み、当日500円増し。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

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

※託児サービス、手話通訳が必要な方は、12月５日㈫までに
しるべっとへお申込みください。
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

～ 笑って踊れるジャズトリオ ～
エイチ

ゼ

ッ

ト

リ

オ

「 H ZETTRIO

What's Next 17／18

」

と き／12月24日㈰ 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
中!
入場料／一般 3,500円、高校生以下 1,500円
ト販売
チケッ
※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。
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 ZETT M（piano ／青鼻）、H ZETT NIRE（bass ／赤鼻）、H ZETT KOU（dr ／銀鼻）
今やテレビや CM で聴かない日はないほど、彼らのサウンドは大人気。2014 年、スイスでの世界 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、国内外での幅広い活動
を開始する。昨年のリオ五輪閉会式プレゼンテーションで楽曲が採用され、さらに注目度が急上昇。
ピアノの H ZETT M 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、またそれを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ます。
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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。

プレイガイド／しるべっと、総合体育館、交流センター、

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

交流センターホームページ

しるべっと学園

講 師／中標津手打ちそば同好会会員
受講料／1,000円（中学生以下500円）
対 象／小学生～一般成人

年越しそば打ち教室
と

定 員／各18名（先着順）
持ち物／エプロン、三角巾、タオル２枚
申込先／しるべっと（☎73－1131）

き／12月16日㈯
①午前の部 午前９時30分～12時

②午後の部
ところ／しるべっと

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

午後１時～３時30分
美術室・実習室

主

※12月８日締め切り
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。

◯中標津音楽センターエレクトーン科発表会
と

き／11月11日㈯

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主

◯第43回中標津中学校吹奏楽部定期演奏会

催／中標津音楽センター

と

入場
無料

き／11月12日㈰

主

主

催／中標津音楽センター

入場
無料

と

き／11月18日㈯

午前９時から

11月27日㈪

午後３時まで

ところ／しるべっと
主

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主

エレクトーン発表会
と

午後１時開演

入場
無料

主 催／小野富美子・今利恵音楽教室

催／中標津町教育研究会、中標津町教育委員会

き／11月19日㈰

◯クリスマスカードを贈りませんか？
と

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

き／12月３日㈰

ところ／しるべっとホール

◯第27回根室管内リコーダーコンテスト
と

催／根室管内音楽教育研究会

き／12月９日㈯

ところ／しるべっと

入場
無料

午後１時30分開始
第２研修室Ｂ

講 師／手紙の書き方コンサルタント
安部 砂緒里 氏
受講料／2,000円（資料、教材費含む）

◯第22回豊田好子門下生ピアノ発表会
と

き／11月23日（木・祝）

主

持ち物／筆記用具

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
催／豊田好子ピアノ教室

入場
無料

◯第９回小野富美子・今利恵音楽教室

町民ホール

催／中標津町教育研究会

き／11月18日㈯

入場
無料

午後１時30分開演

主 催／戸田舞ピアノ教室

◯第55回中標津町小中学校音楽交流発表会
と

き／11月26日㈰

ところ／しるべっとホール

◯第45回中標津町小中学校きらきら作品展
と

催／中標津中学校吹奏楽部

◯第４回戸田舞ピアノ教室発表会

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール

◯中標津音楽センターピアノ科発表会
と

き／11月25日㈯

問合先／安部 ☎090－9754－4090

入場
無料

お子様連れの参加も可能です
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入場
無料

交流センターホームページ

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

◎会場は、しるべっと

町民ホール

❶ 「 ～きみ歌えよ～ 」
出

主

演／合唱団ＮＢＳ（合唱）

第224回 ロビーコンサート

プログラム／「Best Friend」、「～A Little Jazz Mass～より」 ほか

と

❷ 「 しゃぼんだまほりでー 」

き／11月25日㈯

午後１時開演

出

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

演／しゃぼんだま（バンド）

プログラム／「なごり雪」、「未来予想図Ⅱ」 ほか

第30回 なかしべつ美術展

ナカシベツ大学講座のご案内

「見えてきた根釧のヒグマ状況」
数年前に実施したGPS調査に
よる、中標津近郊のヒグマ活動
状況をメインに講演します。
と

き／12月７日㈭

ところ／しるべっと
講

と

き／11月10日㈮～13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
第２研修室

師／ＮＰＯ法人 南知床・ヒグマ情報センター
理事長

藤本

靖氏

聴講料／1,000円
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

お茶会

計根別

と

生涯学習情報

※お茶菓子付き。無くなり次第終了。

第35回計根別芸術文化祭

子ども将棋大会

たくさんの方のご来場をお待ちしています。

と

※会場は、すべて交流センターです。

き／11月19日㈰

午後６時～８時

総合展覧会

芸能発表会
と

き／11月12日㈰ 午前10時30分～午後３時

と

き／11月12日㈰

午前10時～午後３時

き／11月16日㈭～19日㈰
午前９時～午後10時

編集後記

▼ 今年は夏のはじめに暑さ
のピークを迎え、その後は

比較的涼しい夏でした。こ

うした天候の影響でしょう

か、今年はチョウやセミを

例年より多く目にしました。

秋に入り町花エゾリンド
ウを見に行くと、花が茶色く

枯れたようになり、きれいな

状態の花はわずかでした。

（和田）

いつもと違った風景が続
いていますが、この冬はお



だやかであってほしいと思

います。

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６日㈪・20 日㈪、12
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、11 月６日㈪・13 日㈪・20 日㈪・
24 日㈮・27 日㈪、12 月４日㈪です。原則、毎週月曜
日、祝日の翌日が休館日です。
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