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／11月22日㈭ 午前10時～12時
ところ／計根別学園 体育館
発表者／町内各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（後期課程） ２名
問合先：学校教育係（☎73－3111 内線272）

中標津農業高等学校

昨年の様子より

校内実績発表大会・海外酪農研修報告会のご案内

と

き／11月30日㈮ 午前10時～午後３時15分
午前：開会式、プロジェクト発表 分野Ⅰ・Ⅱ類
午後：プロジェクト発表 分野Ⅲ類、海外酪農研修報告会、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や、野菜・花き栽培の
展開および普及、食品開発や食農教育への取り組みな
ど、地域が抱える問題をプロジェクトの課題とした研究
の成果を、８つの専門研究班〔動物活用・植物活用・農
産加工・肉加工・乳加工・マネージメント・農業と環境（生
産、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、すべての分野において全道大会へ出場し、クラブ発表部門では２度目となる最優秀賞
を受賞、今年度の全国大会（鹿児島大会）では、北海道代表として全国事例発表校に選出されました。
また、７月にニュージーランドで実施された、海外酪農研修の成果報告会も予定しています。
地元の農業高校生が考える、地域農業に対する課題解決法の提案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！

ご鑑賞・ご来店をお待ちしています！
と

き／11月17日㈯
午前９時10分…音 楽コンクール・学年
ステージ発表
午後０時20分…Ｐ ＴＡバザー、作業所
製品即売会
午後１時15分～２時25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）

平成 31 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 10 年４月２日から平成 11 年４月１日
までに生まれた方です。
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）。

【産業科・窯業科】 皿類、ご飯茶碗、丼など
【木 工 科】 額、箸、サイドテーブル、収納ＢＯＸなど
【クリーニング科】 廃 油リサイクル液体せっけん、エコクラ

募集

フト、革製品など
【生活園芸科】 シ クラメンなどの鉢花、ドライフラワー、
野菜など
【生活家庭科】 小物入れ、キッチン雑貨、エプロンなど

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、数に限りがございますので、品切れについては
ご容赦ください。
・駐車場のスペースに限りがあるため、なるべく乗り合わ
せの上、ご来場願います。なお、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 281）

愛
ひかり………………………………… 11月10日㈯

光・第２ひかり………………… 11月17日㈯

カトリック・計根別………………… 12月２日㈰

学校公開日のご案内
日

成人式で「誓いのことば」
「町民憲

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12日㈪～16日㈮
午前８時40分～午後３時15分

学校公開週間

中標津東小学校
☎72－3314

11月26日㈪・27日㈫・28日㈬
午後１時30分～２時15分

授業参観
26日～低学年
27日～中学年
28日～高学年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

11月29日㈭
午後１時40分～２時25分

授業参観
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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

学校や勤務先の関係で、町に住民登録がない

☆ 学科即売会

学校名

生涯学習情報

平成31年成人式について

中標津高等養護学校 学校祭

生涯学習情報

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

第44回 学術講演会



ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー設立10周年記念事業

北海道ハイテクアスリートクラブ

「陸上競技教室」

講演と音楽の夕べ

札幌学院大学の学園創立70周年・大学開学50
周年記念事業が、つぎのとおり開催されます。

と

き／11月10日㈯

午後２時～３時30分

小学生・中学生・一般対象
11月11日㈰

○講演会
「世界初・効果がある脳トレとは

－記憶力アップの秘訣－」
講師／札幌学院大学心理学部
准教授 大宮 英淑 氏
○演奏会「ノール室内合奏団弦楽四重奏」
演奏曲目／「 愛の挨拶（エルガー）」「愛燦燦」
「上を向いて歩こう」ほか

午前９時30分～11時

高校生・一般対象
ところ／総合体育館
指

導／北海道ハイテクアスリートクラブ
代表

中村

宏之

北風

沙織 コーチ
（100Ｍ日本歴代６位）

島田

と

き／11月15日㈭
講演会 午後６時50分～７時50分
演奏会 午後８時～８時50分
ところ／しるべっと コミュニティホール
申込先／札幌学院大学のホームページ（専用申
し込みフォーム）から受け付け。
先 着300名。https://w2.axol.jp/
entry/sgu/step0?f=54
問合先／札幌学院大学広報入試課広報係
（☎011－386－8111）
平日午前９時～午後５時

雪菜 選手
（国体100Ｍ・400Ｍ２位）

長谷川愛樹 選手
（インターハイ400ＭＲ優勝）


◎参加無料、当日参加も可能

問合先／運動公園管理棟（☎72－8003）
澤野（☎090－8278－0105）

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

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◇アカデミー行事

一般対象

◎第28回ドッヂビー大会

一般対象

と き／11月10日㈯ 午前９時～12時（予定）

き／11月７日・14日・21日・28日
水曜日

氏

（昭和43～47年度、中標津高等学校勤務）

ところ／総合体育館

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
と

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
一般対象

と

き／11月９日・16日・23日・30日
金曜日

と

問合先

一般対象

〒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

き／11月７日・14日・21日・28日
水曜日

午後２時～３時

ところ／総合体育館

ところ／総合体育館

◎くたくたミニテニスクラブ

き／11月12日・26日
月曜日

午後１時30分～３時

一般対象

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

午後１時30分～３時

クラブマネジャー
TEL 72－8003

ところ／総合体育館
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澤野

㓛

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/

○総合体育館にて直接お申し込みください。
○問合先：総合体育館 ☎72－2316

参加者募集中!!

RIKA☆ピラティス・ボディシェイプレッスン
コアの筋肉を鍛えて健康的な体を作りましょう！

と

き

12月９日㈰

と こ ろ
師

RIKA氏

受 講 料

対象・定員

多目的室

一般成人・25名

アンティグラビティフィットネス１スターインストラクター
申込期間

1,000円（保険料込）

11月７日㈬～12月５日㈬

いきいきスポーツ教室② ～アクティブシニア体力向上 中級～【第２部】
と

12月５日・12日・19日 毎週水曜日 全３回
午前11時～12時（トレーニング室専用使用となります）

き

と こ ろ

総合体育館

受 講 料

トレーニング室

300円（保険料込）

対象・定員

シニア世代・８名

申込締切日

11月26日㈪

はじめてのスケート教室

レベルアップスケート教室

～はじめの一歩～

と

き

時

間

12月25日㈫・26日㈬

※予備日27日㈭・28日㈮

午前10時15分～11時30分

と こ ろ
対象・定員

～さらなるレベルアップを～

午後１時30分～２時45分

運動公園

アイスホッケー場

初めてスケートをする小学生、スケー
トで歩くのがやっとの小学生・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・35名

受 講 料

1,400円（保険料込）

申込期間

11月12日㈪～12月12日㈬

４泳法水泳教室 100m個人メドレーを習得し水泳準指導員の資格に繋がる泳力を目指そう
と

き

平成31年１月８日～３月12日

ところ

温水プール

受講料

4,900円（保険料込）

中標津アイス
ホッケー少年団

対象・定員

毎週火曜日

全10回

午後７時30分～８時30分

100m個人メドレーを習得したい方、北海道水泳連盟公認水泳準指導員を目指す、一般成人・20名
申込期間

11月18日㈰～12月18日㈫

「アイスブレッツ」

募集対象
新規団員
幼稚園児～小学校高学年までの男女
※防具の貸し出しあります（数に限りあり） 募集中！
初心者大歓迎！
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

連絡先：監督 森山（☎090－9083－1348）
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温水プール
整備休館のお知らせ
整備休館：平成30年12月11日㈫～


平成31年１月６日㈰

休 館 日：平成31年１月７日㈪
利用再開：平成31年１月８日㈫


午後２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。

講

総合体育館

午前10時～11時45分

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

除籍本還元フェアのお知らせ

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

としょかんクリスマス会
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、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。

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

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。
と き／11月29日㈭～12月２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９日㈰ 午前11時～12時
ところ／しるべっと コミュニティホール

★クリスマス工作教室
「ばばばあちゃんのクリスマスかざりをつくろう 」

みんなのおはなし会

と

き／12月９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15名
申込期間／11月17日㈯～12月２日㈰
申込先／図書館（☎73－1121）

と き／12月８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／どなたでも参加できます（申込不要）。
★おはなし会で司書と一緒に絵本を読んでくれ
る方を募集しています。年齢・性別は問いま
せん。申し込みは12月７日㈮まで。

新サービスが始まりました！
○ 読書記録帳に借りている本の記録が残せます！
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。

○ タッチパネル式の電光掲示板が設置されました！
図書館内に設置された大型ディスプレイで、本のランキングや
図書館のイベントの案内を見ることができます。

○ ほんナビきっず
図書館内の検索機で、出てくるイラストをタッチしていくと、
おすすめ本が紹介されます。

○イ
 ンターネットの「蔵書検索」がより便利になりました！
ユーザー登録すると、「自分だけのブックリスト」や「☆５
つでの評価」「読んだ本のコメント」が利用できるようにな
ります。
※読書記録帳の交付、ユーザー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歳以上の一般の方は実費負担（200円）となります。
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文化会館ホームページ

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

ELEVEN
PIECE

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」

古くからある木造の一軒家。母が死期を迎え、家族が集う中、四姉妹の母に対する想いが交錯す
る。幼いころに家を出た父への愛憎で孤立する三女の奈央は、誰もいない居間で若きし日の母の幻影
を見る…。「母親の死」に向き合う四姉妹の、秋の数日。
と き／12月13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
チケット
入場料／一般3,000円 高校生以下1,500円
販売中!
※全席指定、税込み、当日500円増し。
※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、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／劇団ＯＮＥＯＲ８
共 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

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
※小学生は保護者の参加が必要
定 員／各18名（先着順）
持ち物／エプロン、三角巾、タオル２枚程度
申込先／しるべっと（☎73－1131）
※12月７日㈮締め切り
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

年越しそば打ち教室
と

き／12月15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

午後１時～３時30分
美術室
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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。

日本と台湾で同時リリースする約３年ぶりとなる通算11枚目
のオリジナルフルアルバム『ELEVEN PIECE』を掲げ、日本と
台湾含む全30公演（北海道は中標津・札幌のみ）を駆け巡る!!
と き／11月23日（金・祝）
～地元団体コラボ企画～
午後４時30分開場 午後５時開演
チケット
JAZZ DANCE RIO・Lee's Dance House
販売中!
メンバーのダンスと中標津高校吹奏楽部部員の
ところ／しるべっとホール
共演を予定
入場料／5,800円
※全席指定、税込み、小学生以上の方はチケットが必
要です。
※未就学児の入場は、保護者の座席の範囲内で、周り
のご迷惑にならないようにご覧いただくことを大前
提とさせていただきます。
プレイガイド／しるべっと、ローソンチケット、チケットぴあ、
イープラス
主 催／マウントアライブ
共 催／（一財）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

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。

◯第10回小野富美子・今利恵音楽教室
エレクトーン発表会
と

き／11月10日㈯

と き／11月18日㈰ 午後０時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／根室管内音楽教育研究会

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

◯第28回根室管内リコーダーコンテスト

催／小野富美子・今利恵音楽教室

入場
無料

入場
無料

◯第44回中標津中学校吹奏楽部定期演奏会
と き／11月24日㈯ 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／中標津中学校吹奏楽部

◯第27回藤井美智子門下生ピアノ発表会
と

き／11月11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

◯第10回小野富美子・今利恵音楽教室
ピアノ発表会
と き／11月25日㈰ 午前11時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／小野富美子・今利恵音楽教室

◯書楽家時間中標津特別編
と

き／11月10日㈯、11日㈰、12日㈪
※親子参加回あり。各実施時間は下記
問合先へお問い合わせください。

ところ／しるべっと

主

と き／11月28日㈬ 午前10時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／琴悠会・釧根支部

※親子参加回は3,000円。

催／中標津「書楽家時間」実行委員会

問合先／事務局：新谷（あらや）
☎080－4501－3947

入場
無料

◯菅原真奈美・伊藤直子ピアノ教室発表会
と き／12月１日㈯ 午後２時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／PIACERE（ピアチェーレ）

◯第46回中標津町きらきら作品展
と

入場
無料

◯平成30年度北海道大正琴・琴悠会
釧根支部交流会

第２研修室

申込先／しるべっと（☎73－1131）
受講料／2,000円

入場
無料

き／11月17日㈯～27日㈫

入場
無料

※最終日は午後３時まで。
ところ／しるべっと
主

町民ホール

◯第24回島本真紀子門下生ピアノ発表会

催／中標津町教育研究会、中標津町教育委員会

と き／12月２日㈰ 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／北根室鍵盤楽器協会（KBA）

◯第56回中標津町小中学校音楽交流発表会
と

き／11月17日㈯

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主

◯心ときめく〝一朝一夕〟小泉恒男写真展
と

き／12月８日㈯ 午後１時から
12月14日㈮ 午後２時まで
ところ／しるべっと 展示室
主 催／小泉恒男

催／中標津町教育研究会、中標津町教育委員会

◯第12回なまらウマイ！
中標津夢見新そばまつり
と

入場
無料

き／11月17日㈯

ところ／しるべっと

入場
無料

午前10時～午後２時

入場
無料

◯第23回豊田好子門下生ピアノ発表会

コミュニティホールほか

と き／12月９日㈰ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／北根室鍵盤楽器協会（KBA）

※お食事の際には別途料金が掛かります。
主

入場
無料

催／中標津手打ちそばささ薮学校
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入場
無料

https://www.nakashibetsu.jp/kyouiku_iinkai/
◎会場は、しるべっと

町民ホール

❶ 「 夜空ノムコウ 」
出

演／合唱団NBS

プログラム／「夜空ノムコウ」

第236回 ロビーコンサート
と
主

き／11月24日㈯

「YaYa（あの時代を忘れない）」 ほか

❷ 「 A - studio へようこそ 」

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／TEAM-SAX（サックス四重奏）

プログラム／「ルージュの伝言」 ほか

第31回 なかしべつ美術展

ナカシベツ大学特別企画

北海道 150 年事業のキーパーソン
“幕末維新を生きた旅の巨人”

松浦武四郎の生涯

松浦武四郎研究の第一人者をお迎えし、「見
る、集める、伝える」に捧げた武四郎の生涯につ
いて、お話しいただきます。
と き／11月25日㈰ 午後３時開始
ところ／しるべっと 第２研修室
※申し込み多数の場合はコミュニティホール
講 師／北海道博物館 学芸員 三浦 泰之 氏
聴講料／1,000円
申込先／しるべっと（☎73－1131）

と

き／11月８日㈭～11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

第36回
計根別芸術文化祭

計根別

生涯学習情報

※会場は、すべて
交流センターです。

芸能発表会
と

き／11月11日㈰

と

き／11月11日㈰ 午前10時30分～午後３時

お茶会

午前10時～午後３時

総合展覧会
と

き／11月23日（金・祝）～12月２日㈰
午前９時～午後10時

※お茶菓子付き。無くなり次第終了。

編集後記

▼ 紅
 葉の写真を撮るため山
奥で車を停めた。そこは谷
間で薄暗く、川の流れだけ
が聞こえている。
突然、近くの茂みからバ
タ バ タ と 大 き な 音 が し て、
鳥が二羽飛び出した。
静 か な 山 奥 で 驚 か さ れ
たので、あまり心臓によく
なかったが、先に足音で驚
かせてしまったのは私で
ある。鳥も相当驚いたよう
で、近くの枝に止まったま
ま飛び去ることもなく、時
折こちらを気にしては顔を
向けるのだった。 （
 和田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
11 月５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５日㈪・19日㈪、12
月３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５日㈪・６日㈫・12日㈪・
19日㈪・26日㈪・27日㈫、12月３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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生涯学習情報

中標津町教育委員会ホームページ

