夏季スポーツ施設がオープンします
～ 屋外でスポーツを楽しみましょう!! ～
春風に乗って桜の便りが届く季節となりました。今月中には、すべての屋外スポーツ施設が
オープンします。
豊かな自然に囲まれて、競技・観戦を楽しみませんか。
施設名

オープン予定日

使用時間

テニスコート

午前９時～午後９時45分
・第１、第３月曜は閉場
☆夜間照明あり

町営テニスコート
５月１日㈫

５月６日㈰

第１球技場
５月20日㈰
第２球技場
運動公園

スピード
スケート場広場

・テニスシューズを着用して
ください。
・総合体育館で受け付けをし
てから使用してください。

午前９時～日没
・第１、第３月曜は閉場

町営ふれあい
テニスコート
町営野球場

使用にあたって

午前５時～午後10時
☆夜間照明あり

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

午前９時～午後９時45分
☆夜間照明あり
午前９時～日没

５月５日（土・祝）

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）
・管 理棟で受け付けをしてか
ら使用してください。

第１球場

（みどりの里球場）

第２球場

５月４日（金・祝）

午前５時～日没

（りんどう球場）

※天候やコンディションにより、使用できない場合があります。
※運動公園施設は夜間の専用申し込みがない場合、午後５時に閉門し
ます。

問合先
◦テニスコート、町営野球場について【総合体育館☎72－2316】
・運動公園について【運動公園管理棟☎7 2 － 8 0 0 3 】
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・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

ふれあい町民劇場

 参加者大募集 「集楽座」
音楽劇

『シレットコ

○ 運動会・体育大会
・小学校
俵 橋………………………………
丸 山………………………………
・中学校
中標津………………………………
広 陵………………………………
・義務教育学校
計根別………………………………

―果てにて―』

作：天井知代子（中標津町出身）

演出：流山児

祥

（流山児★事務所

代表）

中標津を訪れた旅人の家族が織りなすドラマ
です。指導者がプロなので面白い体験ができま
すよ！
と

※選択制

中標津町柔道少年団 団員募集中

１週間すべて参加できなくても大丈夫。

キャストとして参加したい方、裏方（チラ

対 象／小学１年生～中学生
練習日／毎週水・金曜日
午後６時～７時30分
練習場所／武道館
会 費／月1,500円（登録・保険料・試合参加料別途）
用 具／柔道着（７千～１万円）
問合先／団長 黒川 ☎090－1647－7334

シ・ポスターデザインや舞台美術・衣装デ
ザインなど）に興味のある方、ストリート
パフォーマンスに参加したい方、大歓迎！

主

催／ＮＰＯ法人子育てサポートネットる・る・る
ふれあい町民劇場「集楽座」実行委員会

問合先／る・る・る

６月 2日㈯

・高等学校
中標津高等養護………… ５月14日㈪～17日㈭

ところ／しるべっとホール
古／昼の部、夜の部

５月20日㈰
６月 1日㈮

○ 修学旅行

き／７月23日㈪～29日㈰
※29日が上演日です

稽

５月26日㈯
６月 3日㈰

☎72－3259

だより

ゴールデンウィークから屋外施設がオープンしました。
雨の日でも、人工芝のアリーナで遊ぶことが出来ます。
今年も、ゆめの森公園で、思い切り遊んでください。
※最 新情報は下記、ゆめの森公園日記、フェイスブック
を、ご覧ください。

○屋外遊具（リニューアルしたネット渡り、ロープウエーのほか、トロッコ、トランポリン、ユニ

バーサル遊具、イカダなど）
○デイキャンプ場（日帰りキャンプ） ○イベント広場
下記の施設については、次の予定でオープンします。
○多目的芝生広場 ５月上旬
○パークゴルフ場 ５月上旬
※芝生の状況によって変更することがあります。
◆パークゴルフ場の使用料・利用時間◆
使 用 料／１人１日310円
・中学生以下～無料
・障がいのある方～免除
回 数 券／６枚つづり 1,550円
貸しクラブセット／１人１日 100円
利用時間／５月～８月 午前６時～午後７時 クラブハウス 午前６時～午後６時
９月～１０月 午前６時～午後６時 クラブハウス 午前６時～午後５時

くわしい問い合わせは、道立ゆめの森公園管理事務所（☎ 72 － 0471）へ。
ゆめの森公園日記 http://yumemori.jugem.jp/
フェイスブックページ http://www.facebook.com/yumenomori/
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生涯学習情報

る・る・る 15周年記念事業

学校の情報

教育相談センターのご案内

中標津農業高等学校

校内意見発表大会のご案内

教育相談センターは青少年の健全育成のため
に、下記のとおり相談に応じています。また、

日ごろの学習活動の成果として、生産物の加

さまざまな事情で学校を休んでいる児童・生徒
の自立を支援するため、適応

工技術や環境保全、身近な問題や将来のことな

教室「陽だまりルーム」を開

どについて意見を発表する「校内意見発表大会」

設しています。

を、下記のとおり開催します。
ぜひ、多くの方々にご来場いただき、激励く

○相談内容

ださいますようお願いします。

不登校、いじめに関するこ
とをはじめ、ご家庭で心配になっていること

と

の相談に応じます。

き／５月 11 日㈮
午前 10 時 10 分～午後３時

○相談方法

※発 表 時 間 は、午 前 10 時 25 分 ～ 午


児童生徒本人、保護者、家族などを対象に、

後１時 40 分（昼食休憩はさむ）

電話、来所などにより専門相談員が応じ

ところ／しるべっとホール

ます。

内

相談時間／月～金曜日（祝日、年末年始除く）

容／各 クラス代表の 12 ～ 15 名が「生産・
流通・経営」
「開発・保全・創造」
「ヒュー

午前９時～午後４時
場

マンサービス」の３分野で発表。

所／東７条北３丁目３番地

問合先／中標津農業高等学校

（保健センターとなり）
連 絡 先／☎ 72 － 1717

FAX72 － 1707

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

と

き／５月14日・28日
月曜日 午後２時～３時
ところ／総合体育館
指 導／新田 美枝子 氏

一般対象

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

◇スポーツ体験広場

一般対象

き／５月11日・18日・25日・６月１日
金曜日

と き／５月12日㈯
ところ／総合体育館

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

◎くたくたミニテニスクラブ
と

ところ／総合体育館
と

き／５月12日㈯

午前９時30分～11時

５月上旬に会員募集チラシを、しるべっと、
総合体育館、運動公園、道立ゆめの森公園に
配布しますのでご覧ください。

午後１時 30 分～３時

◎ジュニアミニテニス

ミニテニス

◇平成30年度会員を募集

一般対象

き／５月９日・16 日・23 日・30 日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

き／５月９日・16日・23日・30日
水曜日

☎ 78 － 2053

問合先

幼・小・中学生対象

午前９時30分～11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

体育施設ホームページ

財団主催教室 ちびっこスポーツスクール
水遊び
日

程

６月13日㈬～７月11日㈬

運動あそび

９月５日㈬～19日㈬

スピードスケート

象

毎週水曜日

参加者募集中!!

全５回
全３回

１月15日㈫・16日㈬

全２回
定

年長幼児（平成31年４月小学校入学予定者）

午後３時～４時

5,000円

申込締切日

午後３時～４時
員

30名

５月31日㈭

申し込みについて

問合先
○総合体育館で、直接申し込みください。
総合体育館 ☎ 72 ー 2316
○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。

教室受講決定の発表方法について

〇申込時に受付番号を配布します。６月５日㈫午後１時から、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。
〇電話および電子メールでの連絡はしませんので、ご注意ください。

健康増進キャンペーン ポイントを貯めて健康と景品 GET！
応募資格
応募方法
応募締切
対 象 者
対象施設
対象期間
景
品
当選発表

高校生以上の中標津町民で、対象期間中に町営体育施設を 50 回利用した方
※期間中、何口でも応募可
ポイントカードにスタンプを 50 個貯め、必要事項を記入の上、下記対象施設窓口横の応募箱
へ入れるか、総合体育館へ郵送ください。
平成 31 年２月 28 日㈭必着
１回券、回数券、定期券で利用された方
総合体育館、温水プール、武道館、町営テニスコート、町営ふれあいテニスコート、運動公園
（スケート・ホッケー）
５月１日㈫～平成 31 年２月 28 日㈭
抽選で 100 名の方に、3,000 円相当の景品を贈ります。
厳正な抽選の上、当選者を決定し、発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。

第42回 中標津バドミントン大会
と
対

平成30年度

き
象

６月３日㈰
ところ 総合体育館
管内４町に居住する中学生以上のバドミン
トン愛好者
種 目 ダブルス（１部・２部・３部）
詳細は開催要項でご確認ください。
参加料 一
般：1,000円（１名）
高校生以下：  500円（１名）
申込方法 申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添
えて総合体育館窓口へ申し込みください。
※申込用紙は総合体育館窓口で配布してい
ます。
締切日 ５月22日㈫ 午後５時まで
主 催 （一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管 中標津バドミントン大会実行委員会

期

受講者
募集

６月３日㈰～７月19日㈭
木曜日、日曜日 全14回
午後７時～９時
ところ 武道館 弓道場
対 象 中学生以上の男女
参加料  一般 2,000 円／中・高校生 1,000 円
※高校生以上の武道館使用料は自己負担です。
※スポーツ保険等への加入にご配慮願います。
申込方法 武
 道館および総合体育館で配布の申込用紙
に記入し、各窓口へ申し込みください。
締切日 ５月27日㈰
問合先 根室地区中標津地方弓道連盟
小寺順一（こでら） ☎73－2482
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間

弓道教室

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。

受講料

午後３時～４時

１月８日㈫・９日㈬・10日㈭ 全３回 午後２時～３時15分

長靴アイスホッケー
対

毎週水曜日

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

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/

５月の展示

こどもの読書週間事業

★みんなのおはなし会
と

一般展示 『大好き！ガーデニング！』

き／５月 12 日㈯

★すっかり春が感じられる季節になりました。緑やお
花の本はいかが？

午後２時～２時 30 分
ところ／図書館 おはなしコーナー

児童展示 『だいすきなかぞくと！』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

どなたでも参加
できます（申込不要）。

★心温まる家族のおはなしを用意してお待ちしてい
ます。

読み手（年齢・性別不問）募集中！

330°開陽台マラソン特別展示
「スマイル RUN しませんか？」

申込期限／５月 11 日㈮
読み手定員／６名

※定員を超えた場合は抽選

プチ展示 「家族」
「ビジネススキルアップ！」

図書館のご案内・利用について
貸し出しの上限と期間
・本は１人10冊、２週間
・ＣＤ・ビデオは１人１点、１週間（中学生以上）

開館時間／午前10時～午後７時
休 館 日／第１・３月曜日（祝日の場合は翌日）

●本を借りる時は「利用カード」が必要です
名前・住所の分かるものをお持ちのうえ、カウンターで申し込みください。
利用カードをお持ちの方で、住所・電話番号などに変更があった場合はお知らせください。
●マナーを守って利用しましょう
音の出るものは使用できません。携帯電話はマナーモードに設定し、通話は館外でお願いします。
図書館は子どもから大人まで利用する施設です。思いやりの心を忘れずに。
●イベント情報、新着図書案内など情報発信しています
ホームページやfacebookなどで、さまざまな情報をご覧いただけます。
●本をお探しの時は、お気軽に声をお掛けください
お探しの本が見つからない時は、職員に声をお掛けください。中標津町図書館にない本も貸し出し
できます。くわしくはカウンターまで。
くわしくは図書館にて配布のパンフレットまたはホームページにて、ご確認ください。
http://www.zncs.or.jp/library/

郷土学習情報

５月のできごと
38 年前の５月 27 日、ＹＳ－ 11 型機が初めて千歳－中標津間を就航
しました。それまでは、19 人乗りのツインオッター機が丘珠－中標津間
を就航していたのですが、小型なので「満席で乗れない」
「悪天候で欠航」
といった悩みが絶えなかったそうです。
それに代わったＹＳ－ 11 型機は、ツインオッター機のおよそ３倍と
なる 64 人を運ぶことができるとあって、中標津空港では盛大な歓迎セ
レモニーが行われたと、当時の新聞記事で報じられています。

歓迎セレモニーの様子

☞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

文化会館ホームページ

海上自衛隊
大湊音楽隊コンサート

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」
チケット
販売中!


中標津町公演
【整理券配布中！】
と

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 高校生以下2,000円

き／６月10日㈰
午後１時３０分開場

午後２時開演

ところ／しるべっとホール

※全席指定、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。

入場料／無料ですが、入場整理券が必要です。
配布場所／しるべっと、総合体育館、
交流センター
主

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
道新文化事業社

ほか

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

「遙かなる山の呼び声」上映会

と

き／５月13日㈰
午後２時30分開場
午後３時上映開始

ところ／しるべっと

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

入場無料
午後５時５分終了

コミュニティホール

中標津の牧場を舞台に、警察に追われる男と、牧場を切り回す母子の出会いと別れを描いた「遙か
なる山の呼び声」は、1980年に山田洋次監督の映画として公開されました。
38年の月日を経て、ＮＨＫ ＢＳプレミアムでテレビドラマ化されることが決定し、原作映画で
故・高倉健さんが演じた田島耕作役に阿部寛さん、倍賞千恵子さんが演じた風見民子役に常盤貴子さ
んが出演します。
現在、町内で撮影が行われており、今回のドラマ化を記念して原作の映画上映会を開催します。

渡辺美里 Ｍ・Evolution Tour 2018
と き／７月８日㈰ 午後５時開場 午後５時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／指定席 7,800円
ファミリー席 ＜大人＞ 7,800円 ＜小人＞ 2,500円
※全席指定、税込み
※３歳以下のお子様の入場はご遠慮ください。
※ファミリー席は、小さいお子様をお持ちのお客様が楽しんでいただくエリアのお席です。
※小人チケットは公演当日に小学生以下の方が対象です。当日は年齢確認ができるものをお持
ちください。
※未就学児童は保護者膝上での鑑賞に限り入場無料、座席が必要な場合は小人チケットをお買
い求めください。
※未就学児のお子様は大人１名に対して１名まで、膝上での鑑賞が可能です。ファミリー席を
希望の場合は（大人）１枚をお買い求めください。
プレイガイド／しるべっと ５月26日㈯発売
窓口販売午前９時～ 電話予約午後１時～
主 催／ＷＥＳＳ
共 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。

ＮＨＫ ＢＳプレミアム ドラマ化記念
主

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

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/

ＮＨＫ 「みんなＤＥどーもくん！」 公開収録

観覧者募集

ＮＨＫ釧路放送局と中標津町、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では、
「みんなＤＥどーもくん！」を実施します。
この番組では、どーもくんやその仲間たちとＢＳキャラクターななみちゃんが繰り広げるお芝居
や、楽しいゲストのパフォーマンス、客席の親子が一緒に遊ぶコーナーなどをご家族でお楽しみいた
だきます。
観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。
と
き／７月１日㈰ 午後２時30分開場 午後３時開演
午後４時10分終演予定
と こ ろ／しるべっとホール
出演予定／どーもくん、うさじい、たーちゃん、ななみちゃん、まひ☆るな
【ゲスト】カンカラ（お笑いグループ）、Ｄａｉｃｈｉ（ヒューマンビートボクサー）
観覧申込／入場無料。ＮＨＫ釧路放送局ホームページ等で申込注意事項をご確認いただき、以下の専
用申込フォームから、４人までの希望人数を入力のうえお申し込みください。
［ＰＣ・スマホ］ http://www.nhk.or.jp/kushiro/
申込締切／５月 31 日㈭ 午後 11 時 59 分
放送予定／７月 15 日㈰ 午前８時 30 分～９時 ＜ＢＳプレミアム＞
［再放送］７月 17 日㈫ 午前 11 時 15 分～ 11 時 45 分 ＜ＢＳプレミアム＞
問 合 先／ＮＨＫ釧路放送局（平日 午前 10 時～午後６時） ☎ 0154 － 41 － 9192
しるべっと ☎ 73 － 1131
主
催／中標津町、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、ＮＨＫ釧路放送局
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくことが
あります。

※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30回オホーツク歌練会
歌謡コンサート
と

き／５月20日㈰

◎中標津町吹奏楽団定期演奏会
2018桜宴～ouen

と き／５月27日㈰ 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／高校生以上500円、小中学生300円
※当日各200円増し
主 催／中標津町吹奏楽団

午後０時50分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／中学生以上1,500円
主

催／オホーツク歌練会中標津

○フリーマーケット

◯歯の健康フェア～図画・ポスター展

と き／５月20日㈰ 午前10時～11時30分
ところ／しるべっと コミュニティホール
問合先／事務局：及川 ☎090－1648－2965
主 催／おもちゃ箱

と

き／６月２日㈯～11日㈪
※最終日は午後４時まで
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町、中標津町教育委員会、釧路
歯科医師会

※出店料の一部が町の福祉のために寄与されます。

○フォークダンス
第27回ステップインなかしべつ

◎本田珠也トリオコンサート

入場
無料

と き／６月２日㈯ 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／2,000円 ※当日500円増し
主 催／音楽倶楽部

と き／５月27日㈰ 午前９時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主

催／ステップインなかしべつ実行委員会

【ドラム・サックス・ベースによるジャズコンサート】
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と

き／６月17日㈰
午前11時開場

迎
ソロ）大歓
弾き語り（

◎会場は、しるべっと町民ホール

正午開演

第230回 ロビーコンサート

ところ／しるべっと コミュニティホール
参加料／１バンド2,500円

「 ノリノリ♪アニメ♪セレクション ┳ 」
と き／５月19日㈯ 午後１時開演
出 演／TENCHO with ShiTENCHO
プログラム／「ルパン三世のテーマ ’78」ほか

申込期間／５月８日㈫～31日㈭
申込先／しるべっと（☎73－1131）
※１バンドの持ち時間は出入りを含め30分以内です。

主

主 催／NEW AGE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

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

雨天決行

ところ

参加資格
●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
～スマイルRUNしませんか～
できる人なら、どなたでも参加できます。
図書館ではマラソンコーナーを開設中。
●年齢起算は７月８日現在の満年齢とします。
オススメの本を紹介していますので、
●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。
大会に向けて読んでみませんか？
●小学生以下の参加者は、種目を問わず保護者の引率が必要です。

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
ホームページアドレス
込みが必要です。
http://www.zncs.or.jp/330
●申込書は体育施設・しるべっとにて配布しています。
Facebookページ
または大会事務局へご請求ください。
http://www.facebook.com/330marathon
●くわしくは大会ホームページでご確認ください。

問合先

実行委員会事務局（総合体育館）☎72－2316

編集後記

▼ 「
「昭和ノス
 昭和レトロ」
タ ル ジ ー」な ど、昭 和 と い
う言葉が懐かしさや古臭
さの代名詞のように使わ
れています。
そして、現在の元号であ
る平成は、あと一年で終わ
り を 迎 え ま す。
「懐かしき
平成」と呼ばれる時代が来
るのも、そう遠くはないの
でしょう。
昭和・平成が古臭いと言
われても、昭和・平成生ま
れの人間までが古臭いと
言われないよう、輝いて新
時 代 を 迎 え た い も の で す。
（和田）



各生涯学習施設休館日のお知らせ
５月７日～６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、５月７日㈪・21 日㈪、６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、５月７日㈪・８日㈫・14 日㈪・
21 日㈪・28 日㈪、６月４日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日です。
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スポーツ情報

と き

申込締切日

生涯学習・文化芸術情報

NEW AGE アマチュアバンド
フェスティバル 出演者募集!!!!

