こどもの読書週間

「はじまるよ！本のカーニバル」
４月23日～５月12日は、こどもの読書週間です。

★春のえほん福袋

★特別展示「いわさきちひろ生誕100周年記念展」
絵本作家いわさきちひろさんの絵本や関
連図書を展示・貸し出しします♪
期 間／４月21日㈯～５月６日㈰

何が入っているかは、開けてからのお楽
しみ！３冊セットで貸し出しします。
期 間／４月21日㈯～５月６日㈰

★ぬいぐるみおとまり会

と

おはなし会を聞いた後、ぬいぐるみたちは夜の
図書館にお泊まりをして、冒険に出発！お迎え時
に写真のプレゼントと、ぬいぐるみが読んだ絵本
を貸し出しします！

★みんなのおはなし会

★１日司書体験

読み手参加型のおはなし会です♪本を読ん

カウンター体験や図書館探検をします！
き／５月13日㈰
①午前10時30分～11時30分
②午後１時～２時
③午後２時30分～３時30分
ところ／図書館
対象・定員／町内在住の小学生
①～③いずれも４名
※定員を超えた場合は抽選
申込期間／４月７日㈯～５月６日㈰
と

でいただける方（年齢・性別問わず）を募集
しています。
と

き／５月12日㈯
午後２時～２時30分

ところ／図書館

おはなしコーナー

読み手申込／４月７日㈯～５月11日㈮
読み手定員／６名

き／４月21日㈯
午後６時～６時30分
ところ／しるべっと
町民ホール（おはなし会）
図書館（ぬいぐるみの寝かしつけ）
対 象／乳幼児～小学校６年生まで
定 員／先着50名
申込期間／４月７日㈯～15日㈰
撮影協力／E－Photo Club
※ぬいぐるみ・おもちゃは一人一つまで
※ぬ いぐるみのお迎えは４月22日㈰午後
３時から

※定員を超えた場合は抽選

いずれも参加無料 申込先：中標津町図書館（開館時間内 午前10時～午後７時）☎73－1121
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＜第37回じどうかん祭り＞
と き／９月30日㈰
ところ／児童センター みらいる
しるべっと
町では、子どもたちの自主性・創造性・発
想力を豊かにすることを目的として、企画の
段階から子どもたちの意見を取り入れ、子ど
もの参画を主体とした「じどうかん祭り」を実
施しています。
今年のテーマは「日本の歴史」
。児童セン
ターみらいると、しるべっとを会場に開催し
ます。
また、子どもたちと一緒に、お祭りの企画
や運営に携わる実行委員を募集しています。
子どもたちがいきいきと活動し、楽しめるお
祭りを一緒に盛り上げていきませんか？中高
校生実行委員も募集しています！
○募集対象 じどうかん祭りの趣旨に賛同する
個人・団体。サークルや部活も可。
○申込先 各児童館・子育て支援室

平成 30 年度 チャイルドアドバイザー募集
児童館および児童センターでは、次世代を担う子ど
もたちの豊かな人間性と創造性を育む指導者として活
動する「チャイルドアドバイザー」を募集しています。
趣味や特技などを通じて、子どもたちに自分たちの経
験や想いを伝えてみませんか？
昨年度は、手芸、絵手紙、生け花、ウクレレ、英会話、
ヨガ、三味線、日本の伝統的文化などを教えていただ
きました。ジャンルは問いません。個人および団体で
も登録することができます。
登録は随時受け付けていますが、５月から活動する
ためには４月 27 日㈮までの登録をお願いします。

中標津てらこや事業
夏休み・冬休みなどに児童館では「てらこや」とし
て、足し・引き算や掛け算など算数の基礎の学びの広
場を、中標津町てらこや実行委員会と連携し実施して
います。実行委員会は町の有志により組織されていま
すが、最近は中高校生も活動に参加しています。楽し
みながら子どもたちと関っていただける方を募集して
います。
申し込みは各児童館でもできます。くわしくは子育
て支援室まで。
（☎ 73 － 3111 内線 230）

なかしべつ冒険クラブ

○中学校
中標津……… ４月６日㈮
広 陵……… ４月６日㈮
○義務教育学校
計根別学園… ４月６日㈮
（前期課程のみ）

団員募集!!

大自然をフィー
ル ド に、た く さ ん
の楽しい思い出を
作りましょう！

午前９時30分～
午前10時～

活動内容／毎月２回程度（土日に野外活動を１
回。平日に屋内で事前学習等を１回）
対象・定員／町 内の小学１～６年生 10 名程度
（先着順）
締め切り／電話にて４月 18 日（水）までに申し
込みください。後日入団案内を送り
ます。第１回目の活動は４月 27 日
（金）を予定しています。
会
費／年 会 費 12,000 円、育 成 会 費 2,000
円、その他帽子・スカーフ代等がか
かります。
申込・問合先／事務局（桐島）☎ 72 － 4250
※くわしい活動内容はホームページをご覧く
ださい。
http://boukenclub2004.web.fc2.com/

午後１時20分～
午後１時30分～

午前10時～
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生涯学習情報

緑の少年団
○小学校
中標津東…… ４月６日㈮
中標津・丸 山
…… ４月６日㈮

家庭教育・子育て支援情報

児童館からの

お知らせ

生涯学習情報

としょかんの
「おはなし会」

４月の展示
一般展示

『何する？ゴールデンウィーク！』

読み聞かせや手遊びを楽しみ

ませんか？

★旅行情報誌や観光の本を読んで、連休を楽しみ
ましょう！

児童展示

と

ところ／図書館
対

通年学習講座

1,000円）
※学習内容や申込方法は、しるべっと
にて４月下旬より配布する募集チラ
シをご覧ください。（本紙５月号に
も折込予定）
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

スクールバスの特例利用について

「昭和の日写真展」

スクールバスの運行地域にお住まいの方が通
院等をする場合には、スクールバス（登校便に
限る）の特例利用ができます。
ただし、登校時間に合わせた通学用のため、
定員・乗車コース・乗降場所・乗車時間が決め
られています。また、利用には申請が必要です。
希望される方は、下記までご相談ください。
連絡先／学校教育課 学校教育係
☎ 73 － 3111（内線 272）

一年に一度、昭和という激動の時代を見つ
め直してみませんか？

会
主
共

40名程度

受講料／年 間5,000円（１コマのみの聴講は

間／平成30年５月から平成31年２月まで
原
 則毎月１回、いずれも木曜日。午後
７時から９時。
場／しるべっとほか

会

象／乳幼児～小学生

※定員になり次第締め切り。

自然や歴史、産業など毎回各分野の専門家を
招き、講座を中心に実地見学なども行います。

特別展

午後２時～２時30分

おはなしコーナー

対象・定員／一般成人

第12期ナカシベツ大学

会

午前10時30分～11時

毎週土曜日

『春がきた！』

★新学期が始まります。お友だちの本や植物の本
で春を感じましょう♪

期

き／毎週水曜日

期／４月 26 日㈭～５月８日㈫
※５月７日㈪は休館日です。
場 しるべっと ギャラリー廊下
催 中標津町郷土館
催 （ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

郷土学習情報

武佐岳

定例自然観察会のお誘い

集合時間：午前９時 30 分（活動は１～２時間）
集合場所：郷土館
観察場所：丸山公園周辺
観察対象：植物、野鳥、昆虫など自然全般
服装・持ち物：天候に合わせた服装、お持ちの方は双眼鏡・
ルーペなど。
※申し込みは不要です。直接郷土館へお越しください。
※荒天の場合は中止します。ご自身で判断願います。
※開 催日が変更になることがあります。事前に郷土館へ
お問い合わせいただくか、館内の掲示板でご確認くだ
さい。

郷土館では４月から９月まで毎月１回、どなたでも
参加できる定例観察会を行ないます。興味のある方の
参加をお待ちしています。
開催日：毎月第４火曜日
〔予定日〕４月24日、５月22日、６月26日、
７月24日、８月28日、９月25日

☞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

財団主催 水泳教室

体育施設ホームページ

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

教室を通じてレベルアップを目指そう!

キッズベーシックスイム①
と

き

対

象

5月8日～6月26日

定

小学１、２年生

受講料

員

申込締切日

3,200円（保険料込み）

40人
4月25日㈬

※受講者は、７月から開催する財団スイミングスクール「キッズベーシックスイム
②（Z'S）」へ参加することができます。くわしくは問い合わせください。
※平成29年度に同教室へ参加した方は受講できません。

考

中級クロール ～中級者向け～
と

き

対

象

６月12日～7月10日

毎週火曜日（全5回）午後7時30分～8時30分
定

中学生以上（息継ぎクロールができること）
一般・高校生 3,400円
中学生
2,300円

受講料

申込期間

員

25人

５月９日㈬～30日㈬

申し込みについて
○総合体育館・温水プール窓口で、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。
○保険料は参加料に含まれており、主催者側で加入手続きを行います。

教室受講決定の発表について
○申込時に受付番号を配布します。締切日の翌々日午後１時から、温水プール・総合体育館の施設
入口と財団ホームページに、受講決定者の番号を掲示（掲載）します。
○受講決定の方は掲示内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。
○電話およびメールでは連絡しませんので、ご注意ください。

水泳の指導に興味は
ありませんか？

○７月から開催するキッズベーシックスイム②（Z'S）では、時間に余裕があり、
水泳の指導に興味のある方を募集しています。ぜひ総合体育館までお問い合
わせください。

夏季スポーツ施設

オープン予定日のお知らせ!
施設名
町営ふれあいテニスコート

※使用時間・使用方法については、本紙５月号で
お知らせします。
※天候やコンディションにより、オープン日が変
更になる場合があります。

問合先／総合体育館 ☎72－2316

オープン予定日

施設名
運動公園

町営テニスコート
町営野球場

問合先
総合体育館
☎ 72 ー 2316

５月１日㈫
５月６日㈰
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オープン予定日

第１球技場・第２球技場

５月20日㈰

スピードスケート場広場

５月５日（土・祝）

第１球場・第２球場

５月４日（金・祝）

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。

備

毎週火曜日（全8回）午後5時30分～6時30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

スポーツ情報

健康ウォーキング教室

町パークゴルフ場

楽しく正しく『歩く』ために、必要なスト
レッチ・トレーニング、ウォーキング運動を
実践します。

「緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場」および
「正美公園パークゴルフ場（計根別）」の利
用シーズン券申し込みを、下記のとおり受け
付けします。

〈１部・２部〉

と

き／１部：４月18日、25日、５月２日
２部：５月16日、23日、30日
毎週水曜全３回
午後２時～３時
ところ／総合体育館
対 象／一般成人から高齢者まで（軽運動が
可能な方）
定 員／20名（先着順）
参加料／300円（全３回分）
申込期間／４月４日㈬～13日㈮
※申込用紙に１部または２部の希望
を記入し、参加料を添えて総合体
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。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

シーズン券の
事前受付のお知らせ

○事前受付
○受付時間
○受付場所

４月20日㈮から
午前９時～午後５時
道立ゆめの森公園管理事務所
☎72－0473
○申し込みに必要なもの
・申込用紙（管理事務所窓口にあります）
・利用者の顔写真（たて３cm、よこ2.5cm）
・シーズン券料金
○料
金
両パークゴルフ場共通シーズン券7,750円
正美公園パークゴルフ場単独シーズン券

3,750円
※障がいのある方は免除となりますので、手
帳等を提示ください。
※料金は申込時にお支払いいただきます。

【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
と

一般対象

一般対象

き／４月11日・18日・25日・５月２日
水曜日

き／４月11日・18日・25日・５月２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

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

と

き／４月６日・13日・20日・27日
金曜日

き／４月９日・23日
月曜日

午後１時30分～３時

問合先

と

き／４月14日㈯

午後２時～３時

ところ／総合体育館

ところ／総合体育館

◎ジュニアミニテニス

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

幼・小・中学生対象

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

午前９時30分～11時

クラブマネジャー

ところ／総合体育館

TEL 72－8003
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澤野

㓛

FAX 72－8009

宝くじ文化公演

文化会館ホームページ

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

オリジナルミュージカル

「ザ・デイサービス・ショウ2018 ～ It's Only Rock'nRoll～」
と

き／５月12日㈯

午後０時30分開場

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／一

般

１階席3,000円

高校生以下

２階席2,500円

１階席1,500円

２階席1,000円

※入場料は宝くじの助成により特別料金となっています。
※全席指定、税込み、当日同料金。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。
出

中!

ト販売

チケッ

演／中尾ミエ、尾藤イサオ、光枝明彦、モト冬樹、正司花江

ほか

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

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、
主

催／中標津町、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、（一財）自治総合センター

大野雄二＆ルパンティックシックス with Fujikochans

「ルパンジャズライブ」
と

き／６月３日㈰

午後４時30分開場

午後５時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／一般3,500円

中!

ト販売

高校生以下2,000円

チケッ

※全席指定、税込み、当日500円増し。

※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。
プレイガイド／しるべっと、道新プレイガイド
主

☎011－241－3871

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、道新文化事業社

南こうせつコンサートツアー２０１８
～おもかげ色の空～ in 中標津

と

き／６月23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
入場料／一般

5,400円

※全席指定、税込み、当日500円増し。
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません。
※未就学児童の入場はご遠慮ください。
プレイガイド／しるべっと
４月８日㈰
主

窓口販売午前９時～

電話予約午後１時～

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。

別海町中央公民館

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/

オールディーズ 「あの時、君は若かった」
アマチュアバンドフェスティバル
と

き／４月15日㈰

ところ／しるべっと
主

午後１時開場

午後２時開演

コミュニティホール

催／オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

入場無料!
出 演
・しゃぼんだま（別海）
・PPYM（根室）
・CROSS（中標津）
・CAVERN（標茶）
・ラボラバンド（中標津）
・三人バンド（釧路）

開催日時／原則、土曜日午後１時開演です。
ところ／しるべっと 町民ホール
内 容／ジャンルは問いませんが、大音響を伴わないもので、
ロビーでの演奏、発表に相応しいもの。
参加団体募集中
その他／・会場の準備は出演者が行います。
・出演はボランティアです。
・開催日は、ロビーコンサート開催可能日の中で日程調整を行い決定します。
問合先／しるべっと（☎73－1131）
主 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

ロビーコンサート

お求めください。交流センターは文化活動か
ら軽スポーツまで、幅広く活動できる施設で
す。新規の団体も随時募集していますので、
お気軽に交流センター（☎78－2270）ま
で、お問い合わせください。

計根別

生涯学習情報
交流センターでは平成30年度登録団体の
受け付けを行っています。定期的に施設を利
用するには、団体の登録申請が必要です。申
請書は交流センターまたはしるべっと窓口で

登録団体受付中!

※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。

◎椎名豊ピアノソロコンサート

◯カラオケフェス「春」

と き／４月19日㈭ 午後７時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／2,000円 ※当日500円増し
主 催／音楽倶楽部

と

き／４月27日㈮

ところ／しるべっと
主

◯名作子ども映画会

入場無料

午後２時開演
コミュニティホール

催／カラオケフェス「春」実行委員会

◯第32回阿部京子門下生ピアノ発表会

と き／４月21日㈯ 午前10時20分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／500円 ※２歳児から有料
主 催／守屋教育映画

と

き／４月29日（日・祝）

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

入場無料
◯2018年度
ピティナ・ピアノステップ中標津地区

催／阿部京子ピアノ教室

入場
無料

◯第12回五十嵐千智ピアノ教室発表会
と

と き／４月22日㈰ 午前10時開演（予定）
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／なかしべつキラキラ星ステーション

き／４月30日（月・振休）

ところ／しるべっと
主
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午後１時30分開演

コミュニティホール

催／五十嵐千智ピアノ教室

入場無料

ところ

競技種目
ハーフ
マラソン
５㎞

２㎞

参加資格

部
男

門

（

対

子

象

）

女

参

子

加

料

・高校生～39歳の部
・40歳～59歳の部
・60歳以上の部

・高校生～29歳の部
・30歳～49歳の部
・50歳以上の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

一
般
高 校 生
小中学生

2,100円
1,600円
1,100円

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

小 学 生

600円

3,500円

ファミリーの部
※子どもは小学１年～３年とします。
※大人は子どもの保護者となる方とします。
※１組２名（子ども１名・大人１名）以上で４名まで参加できます。
※全員一緒にフィニッシュしてください。
●小学生以上の健康な方で、申し込
みの種目を支障なく完走できる人
なら、どなたでも参加できます。
●年齢起算は７月８日現在の
満年齢とします。
●高校生以下の参加者は、種目を問
わず保護者の承諾が必要です。
●小学生の参加者は、種目を問わず
保護者の引率が必要です。

１

組

2,200円

※人数追加の場合
大 人 1名 1,600円増
子ども 1名 600円増

申込期限 ５月21日㈪ 郵便振替は当日消印有効
●郵 便 振 替・イ ン タ ー ネ ッ ト・携 帯 サ イ ト
からの申し込みが可能です。
●申込書は体育施設・しるべっとにて配布し
ています。
●くわしくは大会ホームページでご確認く
ださい。
〈大会ＨＰ〉http://www.zncs.or.jp/330
〈facebook〉https://www.facebook.com/330marathon

編集後記

▼ 私がこの冬、車を運転し
ていて改めて思ったこと
は、
「車が来ているにも関
わらず、横断歩道のない場
所で道路を渡る歩行者が
いて非常に危険」というこ
とです。
雪 が 溶 け 始 め、歩 行 者
も増える時期となりまし
た。運転手は車のスピード
を出し過ぎないなど、交通
ルールを守ること、歩行者
も危険を予測するなど、お
互い交通事故には十分注
意する必要があると感じ
ました。 
（輪島）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
４月６日～５月８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、４月 16 日㈪、５月７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、４月９日㈪・16 日㈪・23 日㈪、５
月７日㈪・８日㈫です。原則、毎週月曜日と祝日の翌
日が休館日です。
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スポーツ情報

雨天決行

と き

