家族で歩こう「北根室ランチウェイ」
格子状防風林や広大な酪農郷を全身で感じよう！

参加者募集

と き／７月29日㈰（荒天中止）
ところ／北根室ランチウェイ
（第１ステージおよび第２ステージ）

Ａコース

5.7km

Ｂコース

10km

ショートコース 北８号→総合体育館
集合場所：総合体育館第２駐車場
集合時間：午前９時30分

ロングコース
開陽台→佐伯農場
集合場所：佐伯農場（俣落2000番地２）
集合時間：午前８時30分
※バスでスタート地点に移動します

対

象／中標津町民（家族または個人）
※原則小学３年生以上。小中学生のみの参加は不可。
※年齢の上限はありません。各コースの距離を歩ける人。
定 員／各コース30名
参加料／大人：1,500円､小中学生：500円
※バス代、保険料
※保険料は前納のため、中止の場合は返金できません
持ち物／歩きやすい服装、飲みもの、おやつ、虫除けスプレー、雨具、常備薬等必要とされるもの
申込方法／７月９日㈪から25日㈬までに、教育委員会へ参加料を添
えて申し込みください。定員になり次第締め切ります。
問合先／生涯学習課社会教育係 ☎73－3111（内線281）
主 催／中標津町教育委員会、一般社団法人なかしべつ観光協会
協 力／八労会
協賛／大地みらい信用金庫中標津支店
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楽しい木工芸教室

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

～夏休み編～ ～参加者募集中～

自分の手で「木のパズル」や「かべかけ」を作ってみよう！
木工芸サークル会員がサポートしますので初めての人でも心配いりません。一般の方には、花瓶や器
を作るコースもあります。
コース

と

き

内

Ａ

７月30日㈪

Ｂ

７月31日㈫

午後１時

Ｃ

７月30日㈪

～３時30分

Ｄ

７月31日㈫

容

対

象

パズルほか

町内の小・中学生
(小学生３年生以下保護者同伴)

花瓶・器

一般(町内在住の方)

定員

生涯学習情報

中標津町教育委員会ホームページ

５名
５名
１名
１名

ところ／緑のふるさと研修舎 木工室（森林公園内）
指 導／木工芸サークル
参加費／一般2,000円 小中学生1,000円（保険料含む）
持ち物／マスク、スカーフ、帽子、軍手ほか汚れてもいい服装でお越しください。
なお、作りたいものがありましたら、当日図面（図案）をお持ちください。１人１作品とします。
申込締切／７月10日㈫ ※ただし、定員になり次第締め切ります。
申込先／社会教育係 ☎73－3111（内線280）
主 催／木工芸サークル
共 催／中標津町教育委員会

中高校生の活動拠点のひとつになるために

平成 27 年５月５日に開館し、
４年目を迎える、中標津町児
童センター 「みらいる」は、
赤ちゃんから 18 歳まで利用
できる施設とあって、平成 29 年度の延べ利用者
数は、39,757 人にもなりました。
「みらいる」は、子育て親子さんや小学生の遊
びの場だけではなく、中高校生の放課後活動拠
点にもなっており、年間延べ 2,289 人の中高校
生が利用し、登録者数が 705 人を超えました。
中には、保育士志望や幼稚園で働きたい子も
おり、小学生と積極的に関わり、行事等の手伝
いをしてくれています。そのほかにも、読書をし
たり、職員との会話を楽しんだり、軽スポーツや
音楽活動をしたりするなど使い方はさまざまで
すが、それぞれ生き生きと活動しています。
前年度から、中高校生の意見を取り入れなが
ら、月に２回中高生ひろばを実施してきました。
最初のころは、決まった子の参加が多く見ら
れましたが、各学校に周知のポスターを掲示し
てもらうなどしていくうちに、少しずつひろばの
参加者が増えました。
中でもエアガンを使い、遊戯室に作られた
フィールドの中でチーム戦や個人戦を行う「サ

ほかにも、音楽教室でウクレレを習ったり、調
理実習では、ごはん物やスイーツ作りをし、普段
家ではなかなか体験できないことも中高生ひろ
ばを通して経験できます。

今後も興味を持って参加してもらえるような
ひろばを行っていくと共に、
「こんなことはでき
ますか？」
「こんな企画をやってみたいです」な
ど、
「みらいる」で自主性を育む活動を推進して
いきたいと考えています。 （子育て支援室）
事業の詳細は、中標津町児童セン
ター 「みらいる」のブログでもご確
認できます。
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家庭教育・子育て支援情報

バイバルゲーム」は、人気のひろばの１つです。
参加した子どもたちからは、
「こんな楽しいこと
いつからやってたの？」
「すごく楽しかった！」な
どの声が多く聞こえました。つい先日まで小学６
年生だった子たちも、中学生になったら参加でき
る中高生ひろばをとても楽しみにしていたよう
で、早速参加していました。

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

学校・幼稚園だより
本校は今年で創立 70 周年を迎える、歴史と伝統
のある学校です。９月 22 日には、来賓や関係者を招
き、総合文化会館で記念式典を行う予定で、現在準
備を進めています。
本校は「信頼される学校づくり」を柱として、年
間教育計画を策定し、さまざまな教育活動に取り組
んでいます。４月８日の入学式では、普通科 128 名、
商業科 30 名、事務情報科 15 名のあわせて 173 名が
入学し、現在の全校生徒数は、538 名です。

１

と
内

３

進路支援の充実

４

生活支援の充実

３年間を見とおした進路シラバス「夢邁進プラ
ン」を作成し、入学時から進路目標の達成のための
サポートを実施しています。昨年度は就職 100％達
成、進学も国公立 11 名の合格をはじめ、多数の生徒
が道内外の大学や専門学校に合格しています。

部活動の充実

テーマ

学習支援の充実

学習理解の定着を図るため、数学や外国語、商業
科におけるＴＴ授業を行ったり、朝学習による基礎
基本の学び直しを実施しています。また、カリキュ
ラムの見直しを図り、生徒や保護者のニーズに応え
られるようにしています。

体育系部活動 14 団体、文化系部活動 11 団体（同
好会、研究会を含む）があり、生徒のさまざまな希
望に応える多種多様な活動が行われています。昨
年度は、ほとんどの部活動が全道大会に進出し、中
でもラグビー部は、第 97 回全国高等学校ラグビー
フットボール大会（花園）に出場を果たし、惜しく
も第一回戦で敗退したものの、見事な活躍を見せて
くれました。また、
大観衆を前に、堂々
と入場行進を行っ
たことから、ベスト
マーチング賞を受
賞しました。

第56回

２

人生の中でも多感な時期であり、人格形成の重要
な高校３年間で、性の指導や交通安全指導、ネット
トラブル防止指導、制服着こなし指導など、さまざ
まな支援を行っています。
今後も信頼される学校づくりを邁進していきます
ので、保護者や地域のみなさまのご支援ご協力をお
願いいたします。
（教頭 斉藤 光一）

農高祭

CHANGE the WORLD

き／７月７日㈯・８日㈰
容／７日 クラスパフォーマンス
午前10時～ 計根別農協駐車場
（雨天の場合は本校体育館へ変更）
８日 一般公開
午前10時～ 中標津農業高等学校
（農高製品販売＝売り切れ次第終了）

・小学校
中標津小学校
中標津東小学校
俵 橋 小 学 校
丸 山 小 学 校 ��� ７月12日㈭～13日㈮

学校公開日のご案内
学校名
計 根 別 学 園
☎78－2052

日

…………７月５日㈭～６日㈮

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

７月13日㈮
午後１時25分～２時15分
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容

参加対象

受付方法

学習参観

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

財団主催教室

体育施設ホームページ

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

問合先

参加者募集中!!

総合体育館

☎72－2316

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

８月５日㈰
総合体育館

講

RIKA氏

師

受 講 料

多目的室

対象・定員

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

７月10日㈫～31日㈫

いきいきスポーツ教室①

～体をほぐそう
と

初級～

８月22日・29日・９月５日・12日・26日
水曜日 全５回 午前10時30分～11時30分

き

と こ ろ

シニア体操

総合体育館

受 講 料

多目的室

対象・定員

シニア世代

申込期間

500円

軽運動が可能な方・20名

７月20日㈮～８月10日㈮

腰痛改善のためのCore Power Yoga CPY©
～講師考案のＣＰＹ©を学び体験しよう～

と

き

10月13日㈯

と こ ろ

総合体育館

講

本橋

師

サブアリーナ

恵美氏

受 講 料

講義：午前10時～12時

実技：午後１時30分～２時30分

対象・定員

一般成人・50名

一般社団法人Educate Movement Institute代表理事
申込期間

2,500円

９月６日㈭～10月４日㈭

申し込みについて
○総合体育館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。
○定員になり次第締め切りとしますので、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います。

第30回 中標津町



参加者募集!!

ソフトバレーボール大会

参 加 料

１チーム2,000円

申込方法

総合体育館で配布している所定の申込用
紙に必要事項を記入し、参加料を添えて

たくさんの参加をお待ちしております♪
と

き

窓口へ申し込みください。

７月15日㈰ ＜開会式＞午前９時30分

申込締切

７月８日㈰

と こ ろ

総合体育館

そ の 他

くわしくは開催要項でご確認ください。

対

・道東地区に在住および勤務している方

主

催

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

・道東地区のソフトバレーボールチーム

主

管

中標津町ソフトバレーボール連盟

象

に所属している方

問 合 先
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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。

と こ ろ

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

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

なかしべつカルチャーナイト 2018

わくわく☆チャレンジ教室

納涼おはなし会

図書館百物語

「実験！みかんの缶づめから

炭酸ジュースを作ろう！」

うつつ

～現の巻～

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

缶づめのシロップが炭酸ジュースに変身します！

こわ～い話を聞いたあとは、きもだめし！大人
向けの朗読も行います。

と

★納涼おはなし会（参加自由）

き／①７月28日㈯

午前11時～11時30分

と き／７月27日㈮ 午後７時 ※１時間程度
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
（一社）北海道子ども会育成連合会
なかしべつカルチャーナイト実行委員会
共 催／北海道教育委員会
協 力／朗読アナウンスサークル えくすぷりーど

②７月29日㈰ 午前11時～11時30分
ところ／①しるべっと２階

実習室

②交流センター（計根別）
対

象／小学校１～６年生

定

員／各回10名

調理実習室

※定員を越えた場合は主催者による責任

★きもだめし申し込み

抽選

対 象／町内在住の３歳～小学校６年生 先着50名
申込締切／７月20日㈮

申込締切／７月７日㈯～22日㈰

夏休み子ども映画会「怪盗グル―のミニオン大脱走」
夏休みは感動の映画を観るチャンス!
と

き／８月９日㈭

（上映時間約90分）

ところ／①交流センター（計根別）午前10時上映
②しるべっとホール

午後２時上映

※開場は上映時間の各30分前です。

★特別展示「はんにんをさがせ！」

©2016 Universal Studios.All Rights Reserved.

交流センター、図書館にて８月９日まで開催中です。※図書館は７月９日から開催します。
いずれも参加無料

問合・申込先／中標津町図書館

☎７３ー１１２１

郷土学習情報

昭和の中標津を写した写真
今年３月から４月に、昭和時代の中標津に関する特
別展を開催したところ、町民のみなさんから多くの貴
重な写真を提供いただきましたので、今回はその一部
をご紹介します。写真を提供していただいたみなさま、本当にありがとうございました。

雪印計根別工場
【昭和 24 年 11 月 30 日撮影】

中標津小学校
【撮影年代不詳】

商工観光まつり
【昭和 40 年代撮影】

☞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

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

EBIKEN THE ENTERTAINMENT Tour 2018 IN 北海道
と

き／８月４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3,000円

チケット
販売中!

高校生以下1,500円

※全席指定、税込み、当日500円増し。

※４歳以上有料。３歳以下は保護者膝上での鑑賞に限り１名入
場無料。座席を使用する場合は有料。
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／（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

と

き／９月15日㈯

午後６時開場

ところ／しるべっとホール
入場料／＜一

般＞

3,000円

＜高校生＞

1,500円

＜小中学生＞

1,000円

午後６時30分開演
チケット
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／（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

ORANGE RANGE LIVE TOUR 018－019

と き／11月23日（金・祝） 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／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／
①中標津町先行販売【７月22日㈰窓口午前９時～】
※しるべっと窓口販売のみ。
※初日整列時、一度に購入できる枚数はお一人様４枚まで。
※予定枚数に達した時点で、先行販売の受付を終了します。
②一般販売【８月25日㈯午前10時～】
・ローソンチケット、チケットぴあ、イープラスにて取扱い開始。
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
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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。

「YAMATO String Quartet」 中標津公演

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/

平成30年度 根室管内道民芸術祭

第31回根室管内
「民謡のつどい」
◎会場は、しるべっと

根室管内１市４町の民謡愛好家が一堂に会

町民ホール

し、日ごろの練習の成果を発表します。

第232回 ロビーコンサート
と き／７月22日㈰

「カントリー＆ブルーグラス～バンジョー弾き語り～」
と

き／７月28日㈯

出

演／福澤紀子（ブルーグラス）

正午開場 午後０時30分開演

午後１時開演

ところ／標津町生涯学習センターあすぱる
多目的ホール ※しるべっと窓口にて
入場整理券配布中

プログラム／「ミー・アンド・マイ・オールド・バンジョー」 ほか
主

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

催／北海道文化団体協議会、根室管内文化
協会連絡協議会、標津町文化協会

※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。

○る・る・る15周年記念事業
と

るるフェス

○る・る・る15周年記念事業
ふれあい劇場「集楽座」

き／７月８日㈰
入場
無料
午前10時～午後３時30分
ところ／しるべっと 展示室、町民ホール
内 容／リズム遊びや大型紙芝居、お楽しみ抽選
会、ハンドマッサージ体験等、ご家族み
んなで楽しめます。
主 催／ＮＰＯ法人子育てサポートネットる・る・る

○小品盆栽展
と

き／７月９日㈪

と

き／７月29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／無料ですが、しるべっと等で配布中の入
場整理券が必要です。
主 催／ＮＰＯ法人子育てサポートネットる・る・る
ふれあい劇場「集楽座」実行委員会
問合先／る・る・る ☎72－3259

午前11時～午後４時

◯しるべっと学園
「本格レザークラフト体験教室」

７月10日㈫ 午前９時～午後３時30分
ところ／しるべっと 展示室
入場
主

催／北井

亨

と

無料

き／８月18日㈯

①午前10時～午後12時30分
②午後２時～４時30分
③午後６時30分～９時
ところ／しるべっと 美術室
講 師／美幌町・Petkor Kamuy

◯しるべっと学園「ゆかた着付け教室」
と

入場
無料

き／①７月９日㈪ 午後７時～９時
②７月20日㈮ 午後５時～７時

店主

ところ／しるべっと ①和室 ②第１研修室
講 師／北専和裁きもの着付専門教室
小林セイ子氏、髙松博子氏
受講料／200円（全２回）

渡辺直樹氏

受講料／2,000円
対
作

対 象／女性限定
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
申込方法／７月８日㈰までに、しるべっと窓口、お

主

象／高校生～一般成人
品／ペ ンケース、キーケース、コインケース、
フォトスタンドの中からいずれか一点。
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

申込方法／８ 月16日㈭までに、しるべっと窓口、

電話（☎73－1131）にてお申し込みく
ださい。

お電話（☎73－1131）にてお申し込み
ください。
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渡辺美里 Ｍ・Evolution Tour 2018
と

北海道教育委員会では、中標津高等養護学校への
対象とした説明会を開催します。
ぜひ、多くの方にご参加いただき、ご理解、ご支
援をいただきますようお願いします。
き／７月14日㈯

午後２時30分～３時10分

※午後２時より受付開始
ところ／中標津高等養護学校

会議室

◎出席を希望される方は説明会前日までに、下記学
校担当者へ電話等で直接お申し込みください。
問合・申込先／担当：教頭

飯野

公演間近!

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
プレイガイド／
・ローソンチケット
☎0570－084－001（Ｌコード12327）
・チケットぴあ
☎0570－02－9999（Ｐコード112－508）
・イープラス（webサイトのみ）http://eplus.jp

小学部および中学部設置に関わり、地域住民の方を

と

き／７月８日㈰
午後５時開場

主
共

72－6700

催／ＷＥＳＳ
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◎ミニテニスを楽しむ会
と

◇アカデミー行事
と

き／７月14日㈯
午前９時～午後１時（予定）
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

一般対象

き／７月６日・13日・20日・27日・８月３日
金曜日

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
と

午後１時30分～３時

月曜日

と

き／７月28日㈯

幼・小・中学生対象

◎くたくたミニテニスクラブ

ところ／総合体育館

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／７月11日・18日・25日・８月１日
水曜日

午後２時～３時

午前９時30分～11時

ところ／総合体育館
と

一般対象

き／７月９日・23日

ところ／総合体育館

◎ジュニアミニテニス

一般対象

春季ドッヂビー大会（第27回）

一般対象

き／７月11日・18日・25日・８月１日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー

午後１時30分～３時

TEL 72－8003

ところ／総合体育館

澤野

㓛

FAX 72－8009

編集後記

▼ 今年は、北海道命名１５０
年、名 付 親 で あ る 松 浦 武 四
郎は生誕２００年を迎える
節目の年ということもあり、
武四郎が記した復刻版の日
誌などを数冊目を通しまし
た。その中で彼が吉田松陰な
ど幕末の志士や幕府の役人
と交流を持ち、日誌にはただ
「密談」とあるだけで内容は
記していなかったりするの
で、いったいどんなことが交
わされていたのかと興味が
そそられます。一度伊勢参り
を兼ねて武四郎の出身地に
行きたいと思うこの頃です。
（村田）



各生涯学習施設休館日のお知らせ
７月６日～８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、７月 17 日㈫です。原則、毎月
第１・第３月曜日が休館日ですが、祝日の場合は翌日
となります。
郷土館の休館日は、７月９日㈪・17 日㈫・18 日㈬・
23 日㈪・30 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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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

◇スポーツ広場

生涯学習・文化芸術情報

中標津高等養護学校
地域住民説明会のご案内

