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 ４人
・計根別学園（後期課程） ２人
主 催／中標津町教育委員会
問合先／学校教育課 ☎73－3111（内線273）

昨年の様子より

囲碁の国内七大タイトル「天元戦」中標津町開催記念！ その２
井山裕太天元が中標津で囲碁を打つ！

現在、天元位のタイトルホルダーである井山裕太九段は、名誉棋聖・二十六世
本因坊・名誉碁聖の名誉称号資格の保持者であり、囲碁界・将棋界を通して史
上初めて２度の七冠達成や、年間の七大タイトル全てを独占するほか、国外での
活躍を含め、その実績が広く知られています。
対する挑戦者は、旭川市出身の山下敬吾九段です。22 歳で初の七大タイトル
を獲得し、以降数々の輝かしい実績から「平成四天王」と呼ばれるトップ棋士の一人です。

囲碁・第 44 期天元戦第２局 大盤解説
と

き／10月29日㈪

開始～午後２時（開場30分前）

入場無料

終了～対局終了または午後８時まで

ところ／しるべっとホール
大盤解説者～剱持

丈

八段、聞き手～中島美絵子

二段

※対局終了後には抽選会が行われ、対戦者の感想戦も行われる場合があります。
問合先／北海道新聞社事業局事業センター
☎011－210－5731（平日の午前９時30分～午後５時30分）
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災害時の保護者の子どもへの接し方
９月６日に発生した北海道胆振東部地震、皆
さん被害の状況はいかがでしたか？中標津では
２日ほど停電が続き、る・る・るには、水が使
えずＩＨキッチンでミルクを作るのが大変だっ
たという親子や、
「新生児でお風呂に入れられ
ずどうしたらいいの？」等のご相談がありまし
た。大雨や地震など、いつ何が起こってもおか
しくない昨今なので、
「備えは大事」と今回しみ
じみ感じました。
（ 一社 ） スマートサバイバープロジェクト編集
の、ママのための防災ブック「その時ママのする
ことは？」の中でも、
「大きな災害の後、眠れな
い、家が怖い、夜泣きなど、いつもと違う子ども
の行動があっても、それは危機から生き残るた
めの心の自然な反応です。子どものこのような
状況は『自分自身で平常心に戻そうとする行動
を自然にとっているのだ』
『身体に閉じ込められ

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

◇スポーツ体験広場

と き／10月14日㈰ 午前７時45分～午後２時20分
ところ／開陽台→レストラン牧舎（佐伯牧場）

午前９時～10時30分

ところ／総合体育館

◇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

き／10月８日・22日
月曜日 午後２時～３時
ところ／総合体育館

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クラブ 幼・小・中学生対象
と

き／10月６日㈯

き／10月８日・22日
月曜日 午後１時～３時
ところ／しるべっと

ところ／総合体育館
と

一般対象

問合先

き／10月10日・17日・24日
水曜日

会員対象

と

午前９時30分～11時

◎くたくたミニテニスクラブ

一般対象

と

き／10月12日・19日・26日・11月２日
金曜日

会員対象

◎「北根室ランチウェイを歩こう！」

一般対象

き／10月10日・17日・24日・31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
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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

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

家庭教育・子育て支援情報

た不必要なエネルギーが放出されているのだ』
と保護者の方は考えて、まずは子どもに安心さ
せることが重要です」と書かれてありました。
国立成育医療研究センターホームページより
「災害時の保護者の子どもへの接し方」を、ご紹
介させていただきます。
①穏やかに子どもに寄り添い、不安そうなとき
はスキンシップで安心させる。
②子どもの話を聞き、質問や不安には理解でき
る言葉で説明する。
③不安から腹痛や息苦しさなどの症状が出るこ
ともありますので、体を温めたりさすったり
してあげる。
④ふだん出来ていたことが出来なくなったり、
イライラや興奮が抑えられなかったりする
が、叱らない。
⑤災害のテレビ映像を繰り返し見せないように
する。
⑥絵を描く、子ども同士で遊ぶなど、子どもら
しい活動をさせる。
⑦食 事や睡眠など、なるたけふだん通りの生
活リズムで過ごし、興奮するイベントを避
ける。

学校の情報

教育相談センター

☎72－1717

相談時間／月～金（祝日・年末年始除く）午前９時～午後４時

中標津町立計根別幼稚園の新入園児募集について
平成31年度の新入園児を、つぎのとおり募集します。

募集定員

願書配付・受付期間 11月１日㈭～22日㈭
※願書・募集要項は、計根別幼稚園で配布します。

年少児（３歳児）

定員25名

平成27年４月２日～平成28年４月１日 生まれ
年中児（４歳児）

定員35名

平成26年４月２日～平成27年４月１日 生まれ
年長児（５歳児）
問合先

計根別幼稚園（☎78－2336）

平成31年度

定員35名

平成25年４月２日～平成26年４月１日 生まれ

園児募集のご案内

（2019年度）

中標津町私立幼稚園協議会では、下記のとおり平成 31 年度の園児募集を行います。
平成 31 年度より私立幼稚園の４園は、幼稚園と保育機能を併せ持つ「認定こども園」になります。
★入園願書配付開始日 ………………………… 10月15日㈪より
★入園願書申込開始日 ………………………… 11月１日㈭より
※受付期間・時間帯は、各幼稚園にお問い合わせください。
★入園願書配付・申込先
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
※保育を希望する場合（２号）の申込先は、役場子育て支援室になります。利用方法や保育料につい
ては、広報 10 月号をご覧ください。
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礎的生活習慣
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・丸山……………………… 10月28日㈰
・中学校
中標津…………………… 10月20日㈯・21日㈰

○ 学芸会・文化祭

広

・小学校
中標津東…………………………… 10月14日㈰
俵

陵…………………… 10月21日㈰・22日㈪

・義務教育学校
計根別…………………… 10月26日㈮・27日㈯

橋……………………………… 10月20日㈯
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体育施設ホームページ

「体育の日」施設を無料開放します !

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

10月８日（月・祝）

「体育の日」
はスポーツで心も身体もリフレッシュ！
！
毎年恒例、年に一度町営体育施設の個人使用料が無料になる「体育の
日」です！この機会に、スポーツで気持ちの良い汗を流しませんか？
※利用の際は必ず受け付けをしてください。

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

※混みあう場合は譲りあって使用してください。

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

水泳大会・記録会 参加者募集中!!
第42回なかしべつスイミングフェスティバル
と

き／11月３日（土・祝）

申込締切／10月７日㈰

◎会場はすべて温水プールです。

（公財）日本水泳連盟
と

き／12月３日㈪

泳力検定会

申込締切／11月７日㈬
主

水泳記録会２０１８
と

☎72－0473

き／11月16日㈮

催／中標津水泳協会

くわしくは、総合体育館で配布している開催

申込締切／11月４日㈰

要項で、ご確認ください。

中標津スピードスケート少年団

君たちもトップアスリート

新規団員
募集中!

募集対象・募集期間／小学生～中学生の男女・シーズン中随時募集
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）
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
☆中標津スケート協会ホームページから募集要項の確認、ダウンロードが可能です。【http://n-speed.jp】
☆問い合わせは、スピードスケート少年団：船崎（090－2074－4137）まで。

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、保護者の同伴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、施設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。

※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。

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㈮

「ホッと一息

本と一息」

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★ 特別展示
「読んだら、トキメキ！文豪の本」

★ 古本市

難しいイメージがある文豪の本ですが、読んで

町民の皆さんの厚意

みたら、ハートをつかまれるかも！？文豪の本を

で集まった本を販売し

人物紹介とともに、展示・貸し出しします。

ます！

期

期

間／10月20日㈯～11月４日㈰

会

場／図書館

間／10月20日㈯～11月４日㈰

★ コーヒーのおいしい朗読会

主

ます。買い物袋・小銭をご用意ください。

しみください。
ところ／しるべっと

午後１時～ ※30分程度

★ ブックカバーサービス

町民ホール

１日１人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
おかけします。

※会場の記載がないものは図書館で開催

問合先

図書館

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

る朗読を、本格ドリップコーヒーと共におたの
き／11月４日㈰

しるべっと側入口前

販売時間／午前10時～午後７時

朗読アナウンスサークルえくすぷりーどによ

と

１冊10円!

期

☎73－1121

間／10月27日㈯～11月３日（土・祝）

10月より新サービス開始！ ～より便利で楽しい図書館へ～
○ 読書の記録が残せます！
図書館で借りている本の記録を、専用の通帳に残すことができます。
・通帳に印字できるのは、借りている資料のみです。返却した資料は記録できません。
・通帳の利用は、図書館に登録されている個人の方が対象となります。

○ 図書館の情報発信がより充実します！
・図書館に大型ディスプレイが設置されました。図書館の情報を幅広く発信していきます。
・インターネットでの蔵書検索が、より便利になりました。
・利用登録をすることで、自分だけのブックリスト、読んだ本の評価やレビューを利用することができ
ます。
読書通帳の交付、利用登録に必要なパスワードの発行をご希望の方は、図書館のカードと身分証明書を
お持ちの上、受付カウンターへお申し出ください。
【通帳は、高校生以下無料、18 歳以上の一般は有料実費負担】

10月の展示
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一般展示

『芸術の秋！ 』

児童展示

『はらぺこものがたり』

文化会館ホームページ

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

なかしべつ映画上映会「嘘八百」
あらすじ
古美術商の小池（中井貴一）は陶芸家だった野田（佐々木蔵之介）に贋作を本物と騙されて
金を取られるが、ひょんなことから二人は親しくなり、かつて自分たちを利用して金儲けをし
た男たちを、贋作を作って騙そうと一世一代の大勝負がはじまる・・・。

出演
と

中井貴一、佐々木蔵之介、友近、森川葵、前野朋哉、坂田利夫、
塚地武雅 ほか
チケット
き／10月20日㈯ 〈同日２回上映〉
販売中!
①午後２時上映開始 午後３時45分終了
②午後６時30分上映開始 午後８時15分終了

入場料／700円
※全席自由、税込み、当日300円増し。
プレイガイド／しるべっと、標津町生涯学習センター、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

第41回文化講演会

「『バカは活きる』

爆笑！プライドを捨てた男の人生訓」

と

き／11月１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

師／杉村

太蔵

入場料／一般1,000円

チケット
販売中!

氏（元衆議院議員）
学生500円

※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。
※託児サービス、手話通訳が必要な方は、10月22日㈪までに
しるべっとへお申し込みください。
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、北海道新聞釧路支社

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

杉村太蔵

氏

1979 年８月 13 日、北海道旭川市出身。2004 年３月筑波大学中退。派遣社員から外資

系証券会社勤務を経て、2005 年９月総選挙で最年少当選を果たす。厚生労働委員会、決算行政監視委員会
に所属。労働問題を専門に、特にニート・フリーター問題など若年者雇用の環境改善に尽力。現在、ＴＢＳ
「サンデージャポン」、日本テレビ「幸せ！ボンビーガール」、ラジオ日経「マーケットプレス」などメディア
出演中。
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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。

※①②とも開場は上映の30分前。
ところ／しるべっとホール

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

第34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㈮～８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

ORANGE RANGE
 LIVE TOUR 018－019

平成30年度文化庁劇場・音楽堂活性化事業

演劇「ゼブラ」

チケット
販売中!

と

き／11月23日（金・祝）
午後４時30分開場

午後５時開演

と

き／12月13日㈭

ところ／しるべっとホール

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

入場料／5,800円
※全席指定、税込み。小学生以上はチ

出

チケット
販売中!

演／劇団ＯＮＥＯＲ８

ケットが必要です。

新垣里沙（元モーニング娘。）

※未就学児の入場は、保護者の座席の

矢部太郎（お笑いコンビ・カラテカ）

範囲内で、周りのご迷惑にならない

入場料／一般3,000円

高校生以下1,500円

ようにご覧いただくことを大前提と

※全席指定、税込み、当日500円増し。

させていただきます。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

プレイガイド／しるべっと

ほか

プレイガイド／しるべっと

ほか

※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27回中標津カラオケ歌まつり
と

き／10月14日㈰

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主

◎会場はしるべっと町民ホール

催／中標津カラオケ協会

第235回 ロビーコンサート
と

◯広陵中学校校内合唱コンクール
と

き／10月22日㈪

主

催／中標津町立広陵中学校

出 演／クラリネットキャンディーズ
プログラム／「TAKUMI」、「アンダー・ザ・シー」 ほか

入場
無料

❷ 「 音楽のおくりもの 」

○第５回戸田舞ピアノ教室発表会
と

き／11月４日㈰

主

出 演／広陵中学校音楽部（合唱）
プログラム／「散歩」、「おんがく」 ほか

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
催／北根室鍵盤楽器協会（ＫＢＡ）

午後１時開演

❶ 「 クラリネットキャンディーズ ＝新しい仲間を迎えて＝ 」

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール

き／10月13日㈯

主

入場
無料
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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

林業体験教室

参加者募集

と

き／10月20日㈯

内

容／カ ラマツの枝払い体験、製材工場

第７回西部地域

親子たこづくり たこあげ大会

午前９時30分開始

ところ／運動公園、㈱ケイセイ

と き／10月21日㈰ 午前10時開始
ところ／運動公園管理棟
◎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・定員／幼児から大人まで、先着200名
申込方法／申込書（しるべっと等で配布のチ
ラシ参照）をFAX72－9345（桜
井）で送信、また
はスマートフォン
から右記ＱＲコー
ドを読み込んで申
し込みください。
申込期限／10月12日㈮
問合先／桜井 ☎090－8895－2567
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

見学、木工体験、格子状防風林の
おはなし
対象・定員／町内の小中学生30名（親子可）
参加料／１人500円
申込方法／学校を通じて配布する申込用紙に参
加料を添えて、教育委員会生涯学習
課社会教育係へお持ちください。
締切日／10月15日㈪
主

催／中標津町・中標津町教育委員会

共

催／中標津町緑化管理組合・あすなろ会

協

力／根室振興局森林室

https://www.nakashibetsu.jp/kyouiku_iinkai/

なかなか健康なかしべつ2018
体力測定会

ジュニア選手体力測定＆成長期スポーツ検診
と

き／①11月17日㈯ 午後３時～６時
②11月18日㈰ 午前９時～12時
※①②どちらか希望日を選択
ところ／総合体育館 サブアリーナ
対 象／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
定 員／①②ともに100名
申込締切／11月２日㈮
主 催／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

と き／10月26日㈮ 午後６時開始
ところ／総合体育館 メインアリーナ
対 象／町内在住の18歳以上の方
種 目／①身体測定・血圧測定・肺年齢測定・
健康相談
②栄養指導 ③歯科指導
④運動適性テスト
参加料／１名100円
申込締切／10月19日㈮
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津町保健センター
問い合わせ・申込先（申込用紙配布）
総合体育館（☎ 72 － 2316）※休館日を除く

編集後記

▼ 食 欲 の 秋、ス ポ ー ツ の
秋、読書の秋…多趣味な私
にとっては心弾む季節。旬
を味わい、新しい挑戦をし
てみようと思います。みな
さんはどのように過ごしま
すか？

さて、先月発生した地震
と、それに伴う北海道全域
におよぶ停電。まだ記憶に
新しく、復旧作業が続いて
いる状態です。

一 日 も 早 い 復 興 に 向 け、
私も積極的に行動したいと
思います。  （佐々木）

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15日㈪、11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、10月９日㈫・10日㈬・15日㈪・
22日㈪・29日㈪、11月５日㈪・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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