平成29年度

児童クラブ登録児童募集

児童館では、放課後、仕事またはその他の事情により、保護者が不在の家庭
の児童を対象とした「児童クラブ」を開設しています。
登録を希望される方は、最寄りの児童館で申込用紙等を受け取り、申込期間
内に申し込みください。申込時に面談を行いますので、時間に余裕を持ってお
越しください。
また、新入学児童を対象に今月開催する一日入学説明会においても、概要・
申込方法等の説明をし、希望者には児童クラブの申込用紙等を配付します。
詳細は、最寄りの児童館に問い合わせください。

受付期間
受付時間
対象期間
対
象

２月７日㈫～21日㈫ ※日曜・祝日は除く
午後１時～５時
平成29年４月１日～平成30年３月31日【１年間】
小学１年生～３年生
※現 在、利用している１・２年生（新
２・３年生）も申し込みが必要です。
保 険 料 年間1,800円
そ の 他 ・就労等の家庭状況により登録を決定し
ます。先着順ではありません（定員に
達した場合は、待機していただくこと
もあります）
。
・保護者ボランティアとして年1回児童
館事業等にご協力をいただきます。
問 合 先 子育て支援室☎73－3111（内線227）

児童館事業の様子
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【 申 込 先 】
児童センター

西 児 童 館

なかよし児童館

わんぱく児童館

計根別児童館


東８南３
☎73－2996
【児童クラブ 定員 100人】
西５北３
☎72－3039
【児童クラブ 定員   80人】
東14北４
☎73－5569
【児童クラブ 定員   40人】
西町５－１
☎72－7273
【児童クラブ 定員   40人】
計根別北１西１☎78－2539
【児童クラブ 定員   30人】

学校の情報

少年の主張

中標津町大会

昨年11月22日に中標津中学校体育館で行なわれました本大会で
は、町内の全中学校から８人の代表が、自分の思いを力強く発表し
やまざき ま

な

ました。優秀賞には、広陵中学校１年山崎真菜さん、中標津中学校
まつ い あか り

とみやま み な み

２年松井茜利さん、広陵中学校３年富山南海さんが選ばれました。
紙面の都合上、優秀賞の中から審査員の評価が特に高かった山崎
真菜さんの主張のみの掲載となりますので、ご了承ください。

優秀賞 「時代のバトン」

中標津町立広陵中学校１年

その爆撃で時が止まり、あたり一体が闇に包
まれた。一瞬のうちにたくさんの声が、音が、
消えた。70 年前、太平洋戦争でのことだった。
少し前、戦後 70 年の NEWS で戦争を体験し
た人が取り上げられていた。その人は、愛する人
を戦争にうばわれたという。愛する人を守って
あげられなかった悲しさと悔しさを明かしてい
た。色々な命が失われ、色々な人が犠牲になり、
言葉では表せない程辛い思いをした人がいる。
だが今そのことを、未来につなぐ人は減ってき
ている。戦争での辛い経験を、私たちはこの時
代に置き去りにしていいのだろうか。昔の人が
教えてくれたことから命の大切さを見直し、亡
くなった人の分まで精一杯生きる。そのために
この命が宿されているのではないだろうか。
第二次世界大戦は、人類史上最大となる世界
的規模の戦争だった。この戦争における日本人
の死者は 300 万人とも言われている。日本の歴
史史上、未曾有の死者が出た。色々なとき、色々
な所で、色々な人が苦しみを味わっていた。
戦死を前提に敵に自爆攻撃する「特別攻撃
隊」
、通称特攻隊は軍隊から志願した人たちで
編成された。
「志願」というと聞こえはいいが、
志願しないことが許される雰囲気ではなかっ
たという。断ることもできたが、その後、部隊
内では壮絶ないじめが待っていたという話もあ
る。しかし、特攻に参加したおよそ 3,300 機の
うち、敵艦に到達したのはたったの一割だった
という。軍隊だけではない。民間人だって、大
変だってものではなかった。
「欲しがりません、
勝つまでは」
「ぜいたくは敵だ」などと言われ苦
しさに耐えていた。戦死者の死因の三分の一は
食糧難による餓死ともいわれている。一般市民
にとっては「飢え」自体が「戦争」そのものだっ
たのだ。
私の曽祖父と曽祖母は、戦争のため満州に送
り出されていた。曽祖父は、兵隊だった。二人
は戦争中、満州から日本に手作りのイカダで

山崎

真菜

帰ってきたそうだ。その話を聞いた時、
「逃げて
こられてよかったな。」
「勇敢だな。」と思った。
この二人が帰ってこなかったら、私の母も私
も、みんないなかったのだ。しかしふと、逃げ
られなくて死んでしまった人達のことが頭に浮
かんだ。本当はもっと長く、幸せな将来を送れ
た人もいたはずなのに・・・。
「よかった」の一
言で済ませて本当にいいのか、疑問に思ってし
まった。
中には「わざわざ語り継がなくても、今の日
本に戦争がなければそれでいい。」という人が
いるかもしれない。しかし、それは違う。なぜ
なら、戦争があったからこそ、戦争があったこ
とによって学べることがあるからだ。それは、
毎日自分の近くに当たり前にあるもののありが
たさだ。いま身に着けている服、隣にいる人、
そして今この瞬間を、私たちは大切にできてい
るのだろうか。それは、いつなくなってしまう
かわからないし、戦争中だったら、手に入らな
かったかもしれないのだ。
戦争が起きてしまったことを悔やんでも、亡
くなった人は戻ってこない。後悔している時間
はないのだ。だから私は、身近にあるものを大
切にし、これから二度と同じようなことを起こ
さないよう、想いを伝えていく。一人ひとりの
意識が変われば、世界だって変えられるはずだ
と信じている。そのために、私たちは後世の人
に渡さなければならないのだ。
命によってつながれた、時代のバトンを。
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生涯学習情報

日本スポーツ振興くじ助成金を活用



移動式バスケットゴールの整備

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は、日本スポーツ振興くじ助成金を
活用して購入しています。
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。

冬ならではの楽しみがいっぱい !
ソリ、チューブ、歩くスキーは無料で貸し出しています

だより

チューブ・ラフティングは小学生以上が対象です

冬期のゲート開閉時間は午前８時～午後６時、ビジ
ターセンター開館時間は午前９時～午後５時です。
雪は友だち !! 冬遊び場を開放しています。
①ソリ・コース、チューブ・コース
駐車場からの階段左側。
②歩くスキー初心者コース
パークゴルフ場周囲、翼とふれあいのゾーン
③歩くスキー一般コース センターゾーン、自然観察路
④スノーモービルによるチューブ・ラフティング
毎週日曜日、午後１時～１時 30 分
センターゾーン「くじらの海」

○くわしくは、管理事務所または下記ホームペー
ジ、ブログで最新情報をご確認ください。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www.yumemori.jp/
道立ゆめの森公園フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yumenomori
ゆめの森公園日記
http://yumemori.jugem.jp/


学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

日

時

道立ゆめの森公園管理事務所 ☎72－0471

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

２月15日㈬・16日㈭
17日㈮  
13：35～14：20

学習参観日
15日…高学年・16日…中学年
17日…低学年  

丸 山 小 学 校
☎73－4411

２月16日㈭・17日㈮
13：40～14：25

学習参観日
16日…１～３年・みどり
17日…４～６年

武 佐 小 学 校
☎74－2004

２月20日㈪
13：25～14：10

学習参観日

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

２月23日㈭
13：40～14：25

学習参観日

中標津東小学校
☎72－3314

２月27日㈪・28日㈫
３月２日㈭
13：30～14：15

学習参観日
27日…中学年・28日…高学年
2日…低学年   
3

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

キッズサッカー教室

体育施設ホームページ

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

たくさんの友だちと一緒に、ボールとふれあい、
サッカーの楽しさを体験しよう！

平成29年度

平成29年度

町営体育施設等の利用予定について

温水プールスポーツサークル
登録のお知らせ

施設の円滑な運営を図ることを目的に、体育
施設の利用予定を把握しています。平成29年
度（４月１日～翌３月31日）に町営体育施設
等の利用（スポーツ大会・各種イベント）を予
定している団体は、下記のとおり総合体育館ま
でご報告ください。
※サークル活動・練習会はのぞきます。
対象施設
総合体育館・温水プール・武道館・町営テニ
スコート・町営野球場・運動公園（芝生広
場・球技場・球場など）
提出締め切り
２月10日㈮ 午後５時まで
※総合体育館窓口で配布している用紙にご記
入のうえ、提出してください。
問合先 総合体育館 ☎72－2316

３月１日より、平成29年度の温水プールス
ポーツサークル登録の受け付けを開始します。
４月より温水プールで定期的に活動を予定し
ているサークル（団体）については、登録手続
きを行う必要があります。
本登録は温水プールをより安全にご利用いた
だくため、また適切な使用許可と管理運営を行
うことを目的としています。
登録方法

所定の用紙に必要事項を記入し、温
水プールに提出してください。

問 合 先

総合体育館

☎72－2316

温水プール

☎72－7001

３月にSPORTS講演会を開催

予告
と

き／３月中旬

午後７時講演開始

今年も桜井教授の講演会を開催します。今回

ところ／総合体育館
講

は何をテーマにお話されるでしょうか。現在、

師／桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
とも の

入場
無料

ぶ

教授 桜井 智野風 氏
資格：日本オリンピック委員会公認コーチ

企画の最終調整を行っていますので、詳細は３
月号でお知らせします。

国際陸上競技連盟レベルⅠ講師

主

日本体育協会公認コーチ

問合先／総合体育館
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催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
☎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／２月25日㈯ 午前10時～12時
ところ／総合体育館 サブアリーナ
対 象／町内の年中児～年長児
定 員／40名
参加料／500円（保険料を含みます） 締切間近!
申込締切／２月14日㈫
※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側にて抽選を行います。参加者が少ない場合は中止となります。
※申込後の欠席やキャンセルの場合、参加料の返金は致しません。ご了承ください。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津サッカー協会

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/

わくわく★チャレンジ教室 『手作りしかけカードを作ろう！ 』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

大切な人へ気持ちを伝える、楽しいしかけカードを
き／①２月25日㈯ 午前11時～12時
作りませんか
②２月25日㈯ 午後２時～３時
③２月26日㈰ 午後２時～３時
料
ところ／①②しるべっと 視聴覚室
参加無
③交流センター（計根別）会議室
対 象／町内在住の小学生（１～６年生）
定 員／各回８名 ※定員を超えた場合は主催者による責任抽選
締 切／２月15日㈬
申込先／いずれも図書館（☎73－1121）まで。

と

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

２月の展示
一般展示 『おかたづけしましょ』

蔵書点検のため、下記の期間は休館いたし
ます。
期間中、本の返却は図書館入口前の返却ポス
トをご利用ください。
※ＣＤ・ビデオは開館時に直接カウンターへお
持ちください。

新しい年度は部屋を整理整頓し、気持ちをすっきり
させてスタートしませんか？役立つ本を集めて展
示・貸し出しします。

児童展示 『からだのふしぎ～うんちができるまで～』
食べたものがうんちになって出てくる「体」の不思
議を調べてみよう！

期間

プチ展示 「２月 22 日猫の日」
「恋とお菓子」

古本を集めています

３月６日㈪ （通常休館）
３月７日㈫～10日㈮ （特別休館）

古本市に向けて、ご家庭で不要になった古本を集め
ています。
読まなくなってしまった本など、図書館にお持ちく
ださい。
※量が多い場合は、受け取りにうかがいます。

お気軽にご相談ください。（☎73－1121）

【集めている本】絵 本、児童書、小説、実用書、
雑誌、漫画
【お断りしている本】全集、図鑑

郷土学習情報

武佐岳

オジロワシの巣

10 年程前から毎年２月上旬に、日本野鳥の会根室支部中標津グループとともに、

町内で唯一確認されているオジロワシ営巣地の調査を行っています。巣は町内某所
の河畔林内にある広葉樹の上部に位置しています。
昨年２月８日に観察した時はオジロワシを確認することができませんでした。実
は一昨年に雪の重みで営巣木が倒れてしまったので、もしかすると新しい巣でうま
く営巣できないのではないかと心配したのです。しかし春先に現地へ再び行ってみ
たところ、営巣木の上を飛んでいる親鳥を無事確認することができました。
さて、そろそろ調査の時期となりました。今年の巣の様子が気になるところです。
☞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

タカトシ寄席
と

き／４月２日㈰

文化会館ホームページ

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

in 中標津 ～ミルクパワーライブ～

午後２時開場

vol.6

午後２時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／１階指定席3,000円

２階自由席2,500円

日㈰
２月５ 売開始!
販
ト一般
チケッ

※税込み、当日500円増し。
※５歳以上有料。４歳以下ひざ上無料。
※出演者は予告なく変更する場合がございますが、
払い戻しはいたしません。予めご了承ください。
出 演／タ カアンドトシ、ペナルティ、野性爆弾、トータ

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

ルテンボス、はんにゃ、8.6秒バズーカー、スキン
プレイガイド／しるべっと ほか
主

催／株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー

共

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

開陽台セミナー
設立30周年記念演奏会

トは
チケッ ㈮
日
２月10 にて
と
っ
べ
しる
始!
販売開

開陽台セミナー30周年を記念し、ミニコン
サートを開催します。
と き／３月４日㈯
午後３時30分開場 午後４時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
出 演／ミザールサクソフォンアンサンブル
バッカスブラスアンサンブル
Tencho with shitencho（予定）
入場料／大人500円 高校生以下300円
主 催／開陽台セミナー実行委員会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

◎会場は、しるべっと

第215回 ロビーコンサート

「フルートアンサンブルコンサート」
と
出

入場無料

文化やスポーツの分野で活躍する子どもたちが、日ごろの
練習の成果を元気いっぱいに発表します。
と

き／３月５日㈰

午後１時開場

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

き／２月25日㈯ 午後１時開演
演／芹澤沙弥香、髙橋文香、山﨑巴瑠歌、森澤

潤美、斎藤亘代（フルート：上野学園大
学）、うえだよう（ピアノ）
プログラム／「トリプルあいす」 「旅立ちの日に」ほか

第12回 子どもステージ

inしるべっと

町民ホール

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。

ヘッドカメラ （予定）

生涯学習・文化芸術情報

第10期ナカシベツ大学講座のご案内

「我ら北海道人！～食に根ざす大地から～」
と

き／２月23日㈭

ところ／しるべっと
講

師／大町

午後７時開始

大町

第２研修室

香氏

聴講料／1,000円
申し込み／し るべっと窓口、またはお電話（☎
73－1131）でお申し込みください。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

平成29年度

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団では、文化の振興普及を目
的とした開催事業等の助成金交付希望団体を募集します。平成29年
度（平成29年４月～平成30年３月）に交付を希望される団体は、お
早めにお申し込みください。

開催事業等助成金の
希望団体募集
○開催事業等助成金
対

象～財団加盟団体・文化振興の目的で事業開催の為に
組織された町民主体の実行委員会など。

事

香 氏プロフィール

標茶町生まれ、中学卒業までは幌延町で自然のなかで
育った「北海道人」
。
「地賛地食」をテーマに農業・漁業・
ワイナリー・チーズ工房など各地の生産者巡りがライフ
ワークで、生産者（つくり手）と一般家庭（食べ手）がより
身近になることを願い、新聞や雑誌・テレビ・ラジオなど
で生産地レポートを発表。これまで、道内全域さらに世界
40 数か国を巡り、国内外の生産者と交流を深めている。

業～講演会、研修会、舞台発表会など。ただし、例会
や毎年恒例のイベントなどは除きます。

助成の決定や金額は、事業計画を審査のう
え決定します。くわしくは下記までお問い合わ
せください。
問合先／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
文化振興係（☎73－1131）

※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。

○フリーマーケット

◯第28回菅野ヴァイオリン教室
中標津教室発表会

と き／２月12日㈰ 午後１時～２時30分
ところ／しるべっと コミュニティホール
問合先／及川 ☎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。

○中標津東小学校スクールバンド部
第６回定期演奏会

と き／２月25日㈯ 午後２時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／菅野ヴァイオリン教室

◯中標津好きの音楽家による、
小さなコンサート

と き／２月25日㈯ 午後７時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／東京上野中標津愛好楽団

入場
無料

と き／２月12日㈰ 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／中標津東小学校スクールバンド部育成会

○第25回中標津町福祉のつどい

◎第31回中標津合唱祭「雪どけ」
と き／２月26日㈰ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／500円 ※小学生以下無料
主 催／中標津合唱祭実行委員会

入場
無料

と き／２月19日㈰ 午前10時開場
ところ／しるべっと コミュニティホールほか
主 催／中標津町障害児者連絡協議会

◯中標津しらかば学園

学園祭

【展示部門】和紙絵、陶芸、文芸など
と き／２月22日㈬～28日㈫
ところ／しるべっと ギャラリー廊下
主 催／中標津しらかば学園 学園祭特別実行委員会

入場無料

【ステージ発表】合唱、カラオケなど
と き／２月22日㈬ 一般公開：午前10時～正午
ところ／しるべっと コミュニティホール
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交流センターホームページ

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

中標津町郷土館事業特別展
『なかしべつ村の記憶』巡回展

計根別

生涯学習情報

昭和21年７月１日に標津村から分村して70

新春計根別下の句カルタ大会

年。開町までのわずかな期間に存在した“なか

と き／２月12日㈰ 午前10時～午後２時
ところ／交流センター 研修室１・２
対 象／計根別地域在住の小中学生
定 員／３人１組で小学生、中学生それぞれ３
チーム程度
申し込み／２ 月９日㈭までに交流センター（☎
78－2270）へお申し込みください。
※個 人でお申し込みの場合は、当日
チームを調整します。
参加料／無料
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

しべつ村”について展示します。
と

き／２月１日㈬～27日㈪

ところ／交流センター
※３ 月２日㈭から22日㈬までは、し
るべっとにて開催
主

催／中標津町郷土館

共

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

力／ＮＰＯ法人伝成館まちづくり協議会

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場

◎第11回かんじきまつり
と

◎ミニテニスを楽しむ会
と

午前９時～10時30分

と

◎ミニテニスをやってみる会

き／２月13日・27日
月曜日

き／２月10日・17日・24日
金曜日

午前10時～12時

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

ところ／総合体育館

と

き／２月25日㈯

ところ／道立ゆめの森公園

き／２月８日・15日・22日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

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

問合先

◎ジュニアミニテニス
※２月の活動はお休みします。

〒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

編集後記

▼ 今年も早や一ヶ月が経ち
ましたが、皆さまいかがお
過ごしでしょうか？

今 年 に 入 っ て か ら 寒 い
日が続いていますが、二月
はまだまだ冬全盛ですの
で、当分寒さが続きそうで
すね。

ま た 自 動 車 の 中 に 防 寒
着やスコップ等の準備を
し、急な天候の変化に対応
できるようにすることも大
切です。チョコレートなど
ちょっとした食糧があると
なお良しですね。（Ｓ ・Ｋ）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
２月６日～３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、２月６日㈪・20 日㈪、
３月６日㈪です。毎月、第１・第３月曜日が休館日
です。
郷土館の休館日は、２月６日㈪・13 日㈪・14 日㈫・
20 日㈪・27 日㈪、３月６日㈪です。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

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

