なかなか健康なかしべつ2019
ご自身の健康づくりを考えるきっかけに、ぜひご参加ください

体力測定会
と

き／11月８日㈮

ところ／総合体育館

午後６時～
メインアリーナ

対

象／町内在住の18歳以上の方

内

容／①身体測定・血圧測定・肺年齢測定・健康相談
②新体力テスト（握力、上体起こし

ほか）

※18～64歳、65歳以上で種目が違います。
参加料／１名100円（保険料込み）
申込締切／11月１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

ジュニア選手体力測定
＆成長期スポーツ検診
と

き／①11月16日㈯

午後３時～ ６ 時（随時受付３時～ ５ 時）

②11月17日㈰

午前９時～12時（随時受付９時～11時）

参加無料

※①②どちらか希望日（所要時間は１時間程度）
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
申込期間／10月８日㈫～11月８日㈮

定

員／①②ともに100名

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
問い合わせ・申込先（申込用紙配布）
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総合体育館（☎72－2316）

☎72－1717

相談時間／月～金（祝日・年末年始除く）午前９時～午後４時

みんなで楽しく遊べる場を 30 分程度設定して
いますが、その他の時間は自由におもちゃなど
で遊ぶことができます。
お友だちを誘って遊びに来るもよし、
「るる
こんにちは、るるるです。

るってどんな所かな～」
「子どもを預けたいけ

これからの季節は、美味しい食べ物がいっぱ

ど、るるるの保育士さんてどんな人だろう？」

いです。中標津は山の幸も海の幸も手に入り、

と見に来るもよし、自由に遊びに来てくださ

美味しいものが食べ放題。

い。

子どものうちにいろいろな食べ物を食べるこ

不定期で開催しているので、開催日はホーム

とは、将来の味覚形成にとても大切です。

ページやフェイスブックなどでご確認くださ

甘味、酸味、塩味、苦味、うま味といったいろ

い。

いろな味を知ることで、子どもの味覚は育ちま

るるるでは、みんなが笑顔で子育てできるよ

す。将来、味のわかる大人になるには、小さい

うに、お母さんたちの子育てをサポートしてい

ころからいろいろな味を知ることが大事なんで

ます。子育てに困ったときは、一人で悩まず「る

すね。ファストフードやインスタント食品ばか

るる」に遊びに来てください。

りでは、子どもの味覚は育ちません。

ＮＰＯ法人子育てサポートネット

美味しい食材がたくさん手に入る中標津で、

東 14 条北１丁目

素晴らしい味覚を育ててくださいね。

家庭教育・子育て支援情報

教育相談センター

る・る・る

☎ 72 － 3259

平日午前９時～午後５時まで

さて、るるるでは、だれでも自由に遊びに来

（土日祝日はお休みです）

ることができる「るるる開放日」を月に一回程
度開催しています。一時預かりを担当している

るるるのＨＰはこちらから→

保育士さんが、手遊びや絵本の読み聞かせなど

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場
き／毎週水曜日

午前９時～10時30分

と

き／毎週金曜日

午後１時30分～３時

◎ミニテニスをやってみる会

き／10月12日㈯

一般対象

◎第30回ドッヂビー秋季大会
と

幼・小・中学生対象

「スポーツ広場」等の活動内容はホーム

一般対象

ページ（http://npo-nsa.jp/）でも確認

と

き／10月14日（月・祝）・28日㈪
午後２時～３時
ところ／総合体育館

◇スポーツ体験クラブ

き／11月９日㈯

ところ／総合体育館

午前９時30分～11時

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

き／10月19日㈯

ところ／根室市

午後１時30分～３時

◎ジュニアミニテニス
と

と

一般対象

◎くたくたミニテニスクラブ
き／毎週水曜日

◎北方領土学習会

一般対象

と

と

◇アカデミー行事

会場はすべて総合体育館

◎ミニテニスを楽しむ会

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

できます。
問合先

会員対象

〒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
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

北根室ランチウェイを歩こう

クラブマネジャー

と き／10月12日㈯
ところ／開陽台～佐伯農場

TEL 72－8003
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木

下

弘

之

FAX 72－8009

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

学校の情報

計根別幼稚園の新入園児募集について
令和２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28年４月２日～平成29年４月１日 生まれ
年中児（４歳児）

定員35名

平成27年４月２日～平成28年４月１日 生まれ
年長児（５歳児）
問合先

定員35名

平成26年４月２日～平成27年４月１日 生まれ

計根別幼稚園（☎78－2336）

◎広報10月号７ページに、町内の認可保育園、認定子ども園も含めた新入園児募集の記事を掲載しています。

○文 化 祭
・中学校
中標津…………………… 10月19日㈯・20日㈰

○学 芸 会

広

陵…………………… 10月27日㈰・28日㈪

・義務教育学校

・小学校
中標津東…………………………… 10月13日㈰
俵 橋……………………………… 10月26日㈯
中標津・丸山……………………… 10月27日㈰

計根別…………………… 10月25日㈮・26日㈯

○ 修学旅行
・高校
中標津…………………… 10月20日㈰～24日㈭
・特別支援学校
中標津（中学部）……… 10月15日㈫～18日㈮

実際の議事堂で開催！ 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、ぜひ、会場で聞いてみませんか？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

・計根別学園（後期課程）
主

４人

２人

催／中標津町教育委員会

問合先／学校教育課（☎73－3111

内線273）
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と

す運動・トレーニング・ストレッチを行い、体
の動きづくりをします。

定

員／15名

種

目／６人制バレーボール競技

一般

多目的室

１チーム

主

※定員になり次第締め切り

１チーム

2,000円

3,000円

管／中標津町バレーボール協会

問い 合 わ せ ・ 申 込 先 ／ 総 合 体 育 館 （ ☎ 7 2 －
2316）くわしくは総合体育館で配布してい

申込締切／10月31日㈭

る、開催要項でご確認ください。締切日までに

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

参加料を添えて、窓口へ申し込みください（午
前９時から午後９時まで）。

問合先／総合体育館（☎72－2316）

くわしくは、総合体育館ま
たは温水プールで配布して
いる開催要項で、ご確認く
ださい。

記録会・検定会情報！ 参加者募集中!!
水泳記録会2019
と

③混合の部

申込締切日／11月５日㈫

参加料／1,600円（保険料込み）
主

②女子の部

（公財）日本水泳連盟 泳力検定会
と き／12月１日㈰
ところ／温水プール
申込締切日／11月４日（月・振休）
主 催／中標津水泳協会

き／11月15日㈮

ところ／温水プール
申込締切日／11月４日（月・振休）

中標津スピードスケート少年団
募集対象・募集期間／小学生～中学生の男女

君たちもトップアスリート

※シーズン中随時募集

新規団員
募集中!

総合体育館で配布している申込用紙に記入し、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も募集要項の確認、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

☆小学生は午後５時以降、中学生は午後６時 30 分以降、高校生は午後８時 30 分以降、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。

象／一般成人

象／釧根地区の中学生～一般の方

参加料／中学生・高校生

午前10時30分～11時30分

対

対

①男子の部

き／11月６日㈬、13日㈬、20日㈬、29日㈮

ところ／総合体育館

き／11月17日㈰

ところ／総合体育館

日常におけるケガの予防や健康づくりを目指

全４回

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

第51回中標津バレーボール大会

ファンクショナル

トレーニング教室

と

体育施設ホームページ

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

読書週間

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

10月19日㈯～11月10日㈰

「おかえり、栞の場所で待ってるよ」

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

絵本作家 「長野ヒデ子さんがやってくる！
特別講演会 たいこさんとあそびターイ！」
絵本作家の長野ヒデ子さんが中標津にやってきます。
歌を歌ったり、みんなでとのさまに変身したり、楽しい

「せとうちたいこさん
デパートいきタイ」童心社

内容です♪
と

き／11月10日㈰

午前10時30分～12時
長野ヒデ子 絵本・紙芝居作家
代表作『おかあさんがおかあさんになっ
た日』
（サンケイ児童出版文化賞受賞）を
始め、赤ちゃんから大人まで楽しめる絵
本や紙芝居を数多く出している。

※講演終了後は、絵本の即売会とサイン会を
行います。
ところ／しるべっと
対

和室（２階）

象／乳幼児～大人

★ 特別展示
「永遠の児童文学」

★ 古本市

町民の皆さんの厚意で集まった本を販売し
ます！

童心に戻って、あのころ読んだ名作の数々を

期

もう一度読んでみませんか？

間／10月19日㈯～11月４日（月・振休）

間／10月19日㈯～11月４日（月・振休）

会

★ コーヒーのおいしい朗読会

主

期

１冊10円!

場／図書館

しるべっと側入口前

販売期間／午前10時～午後７時
催／青空本の広場実行委員会
※買 い 物 袋 ・ 小
銭をご用意く

朗読アナウンスサークルえくすぷりーどによ

ださい。

る朗読を、本格ドリップコーヒーと共にお楽し
みください。※コーヒーは無料です。
と

き／11月４日（月・振休）
午後１時～

ところ／しるべっと

※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

期

図書館（☎73－1121）

10月の展示

間／10月26日㈯～11月４日（月・振休）

一般展示 『食欲の秋！』
児童展示 『食欲の秋！スポーツの秋！芸術の秋！』
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ガ

ベ
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文化会館ホームページ

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

メガ盛りコメディーshow! ～窓～ in 中標津

開催間近!!

北海道初公演！しるべっとに、今国内外で人気急上昇中の２人組、GABEZ がやってきます！
キレキレのダンスとパントマイムをベースにしたパフォーマンスは必見！
セリフを使わないお芝居やサイレントコメディーショーは、
子どもから大人まで誰もが笑って楽しめます♪
と

の
ガベジ
！
ショー
大爆笑

令和元年度文化庁劇場・音楽堂等機能強化推進事業

「 虹のかけら

～もうひとりのジュディ

」 開催間近!!

女優・戸田恵子と演出家・三谷幸喜の強力なタッグで贈る珠玉の舞台。
映画「オズの魔法使」のミュージカルスター、ジュディ・ガーランド。
そのジュディと同じ名を持ち、彼女の付き人として、専属の代役と
して、長年寄り添った一人の女性、ジュディ・シルバーマン。彼女の
生涯を知る人はほとんどいません。
ジュディを愛し続け、そして憎み続けた、もう一人のジュディの物
語です。
と き／11月３日（日・祝） 午後１時開場 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／一般3,500円 高校生以下1,500円
※全席指定、税込み、当日500円増し。
※未就学児入場不可。
プレイガイド／しるべっと ほか

第42回 文化講演会 「アースマラソンの裏側すべて話します！」
と き／11月13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／間 寛平（お笑いタレント）
入場料／一般1,000円 学生500円
※全席自由、税込み、当日500円増し。
※未就学児入場不可。
※手話通訳が必要な方は、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 ほか
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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。

き／10月14日（月・祝）
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／大人2,500円
中高生1,000円
小学生以下500円
※全席指定、税込み、当日500円増し。
※３歳以上入場可。
プレイガイド／しるべっと 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

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

きかんしゃトーマス

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

中標津町生涯学習研修講座

ナカシベツ大学特別企画のご案内

クリスマスコンサート

小惑星探査衛星
「はやぶさ２」
クレーター形成装置の科学

ソドー島のメリークリスマス
と

き／12月１日㈰
①午前10時45分開場 午前11時30分開演
②午後１時15分開場 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人3,000円
小人（高校生以下）1,500円
※全席指定、税込み、当日300円増し。
※２歳以上有料。２歳未満でも座席が必
要な場合は有料。
プレイガイド／しるべっと ほか

クレーター形成装置SCIの開発の前に立ちは
だかる多くの技術的課題に難題、これらをどう
やって解決してきたか、技術開発に携わった専
門家の方をお招きし開講します。
と

き／11月８日㈮

講

師／日本工機株式会社

ところ／しるべっと
秋田大学

午後７時～９時

第２研修室

研究開発部、

産学連携機構
村田

健司

客員教授
氏

聴講料／1,000円
申込先／しるべっと（☎73－1131）
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

と

き／10月12日㈯

午後１時開演

◎会場は、しるべっと

町民ホール

「 うるわしき夢 」
出

第246回 ロビーコンサート
主

演／クラリネットキャンディーズ

プログラム／「ニューシネマパラダイス」「宝島」ほか

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

※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42回中標津高等学校
吹奏楽部定期演奏会
と

き／10月13日㈰

○中標津ボードゲーム会
と

午後５時30分開演

主

午後６時開始

ところ／しるべっと

第２研修室Ｂ

参加料／大人300円、高校生以下無料

ところ／しるべっとホール
入場料／300円

き／10月18日㈮

※中学生以下は保護者同伴

※大人は当日200円増し。
主

催／中標津高等学校吹奏楽部

催／中標津ボードゲーム会

問合先／村山（☎090－9083－0458）

◎第28回中標津カラオケ歌まつり
と

き／10月20日㈰

◯広陵中学校校内合唱コンクール

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール

と

入場料／300円

ところ／しるべっとホール

主

主

催／中標津カラオケ協会
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き／10月28日㈪

午後０時35分開演

催／中標津町立広陵中学校

入場
無料

と

き／ 10 月 19 日㈯

ところ／しるべっと
内

古文書教室のお知らせ

定員30名
参加無料

午前 10 時～午後３時

視聴覚室

容／「はじめての古文書」

講師：山田

正 氏（北海道立文書館）

「加賀家文書～幕末の探検家松浦武四郎の書簡を読む～」
講師：石渡一人氏（別海町郷土資料館）
申込方法／ 10 月 15 日㈫までに、図書館へ直接または電話、ファックスで申し込み
ください。定員になり次第締め切りとさせていただきます。
図書館（☎ 73 － 1121
主

催／北海道立文書館

FAX72 － 2266）
共

催／中標津町図書館、中標津町郷土館

体育の日（10 月 14 日）は
スポーツ施設を
無料開放します！

第８回西部地域

親子たこづくり たこあげ大会
と き／10月20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FAXで
72－9345（桜井）
で送信、まはたスマートフォンか
ら右記ＱＲコード読み込んで申し
込みください。
申込期限／10月11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

毎年体育の日は、町営体育施設の個人使用料
が無料となります。ふだんあまり運動をされな
い方も、この機会にスポーツで気持ちの良い汗
を流してみませんか？

無料になる施設
・総合体育館

・武道館

松浦武四郎記念館所蔵

・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）
※利用の際は必ず受け付けをしてください。
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（☎ 72 － 0473）

編集後記

▼ 暑すぎる日々はあっとい
う間に過ぎ、どちらかとい
うと寒い夏であったと感じ
ます。
本 格 的 な 秋 を 迎 え ま し
た。
「女心と秋の空は変わり
やすい」と言いますが、 月
は気象災害が少ない月であ
ることを皆さんは知ってい
ま し た か？ キ ャ ン プ、果 物
狩り、観光には最適な日々
を楽しみたいと思います。
昼夜の寒暖差がより一層
激しくなるので、体調管理
には十分気をつけたいです
（佐々木）
ね。 

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７日㈪・21 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７日㈪・15 日㈫・16 日㈬・
21 日㈪・23 日㈬・28 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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