スピード・ホッケーリンク、まもなくオープン

冬季スポーツを元気に楽しみましょう!!

現在、オープンに向けて準備を進めています。運動公園スピードスケート場・アイスホッケー場を
安全に利用していただくため、下記のとおりお知らせします。

○ リンクのオープンについて
オープンは12月中旬を予定しており、２月下旬ころまで利用が
可能です。
オープンの正式決定は、財団ホームページ・報道機関を通して
お知らせします。

利用時間
午前９時～午後９時

※年末年始（12月30日～１月５日）は午後４時まで。

利用上の注意

利用券種類（高校生以上）

・１回券（105円）
・必ず帽子・手袋を着用してください。
スケート靴・帽子・手袋は、利用者ご自身で準備してください。
・回数券（６回分525円）
・専用使用がある場合、一般利用に制限が設けられます。
・シーズン券（1,575円）
※平日の午後５時15分から７時15分は、スケート少年団の
全面専用使用となります（スピードスケートリンク）。
・リンクコンディション不良の場合は、補修や整氷作業のため、利用の一時中止や閉場をする場合が
あります。
・施設の放送や係員の指示のもと、安全利用にご協力ください。

○ リンク使用前の受け付けについて
 用前に必ず、管理棟窓口で受け付けしてください。また、高校生以上の方は利用料がかかり
利
ますので、受付時にお支払いください。

○ 用具貸し出しもあります !

 ども用ヘルメット・肘＆膝のサポーターを貸し出ししていますので、お気軽に窓口へお申し
子
出ください。
☆利用について不明な点、リンクコンディションの確認などは下記に問い合わせください。
運動公園管理棟（☎72－8003）
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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

また、先生となって指導してくださるママたち
も、抱くと嘘のように泣き止む赤ちゃんとママの
絆に尊敬のまなざしを向ける中学生とのふれあい
により、子育てに対しての自信と勇気を逆に中学
生からもらったと、この交流を振り返ります。

命の重みを考える

赤ちゃんが可愛いのはもちろんのことですが、

～ 15 年目を迎えた、中学生との赤ちゃんふれあい交流～

素敵な笑顔の中学生が本当に爽やかで、見ている

赤ちゃんたちがボランティアとして大活躍す

方も癒やされ暖かい気持ちになります。２時間授

る「中学生とのふれあい交流」が、今年で 15 年目

業での赤ちゃんふれあい交流ですが、中学生が優

を迎えました。中学３年生を対象に授業の一環と

しいパパ、ママになっていた姿に感動しました。

して実施しているこの事業は、生徒が赤ちゃんを

近年は、このふれあい交流を経験した中学生

抱っこしたり、オムツを替えたり、ミルクを飲ま

がママとなり、自分の赤ちゃんを連れて参加す

せるなど、実際に赤ちゃんに触れることによって

ることも増えてきました。そして今年は当時ボ

命の重みを実感してもらうことを目的にしてい

ランティアをしてくれた赤ちゃんが、中学３年

ます。今年度は７月に中標津中学校と計根別学園

生になって赤ちゃんとの交流を経験しました。

で、11 月に広陵中学校で実施しました。

今度はその子たちがパパ・ママとなって、命の

中学３年生は思春期の真っ只中、大人と子ども

家庭教育・子育て支援情報

教育相談センター

重みを感じる機会を紡いでくれることを楽し

の狭間で揺れ動き、時には自分を見失ってしまい

みにしています。

そうになる複雑な年齢でもあります。そのような



（子育て支援室子育て支援事業係）

中で赤ちゃんに触れ、赤ちゃんのママからいろい
ろな子育てのお話しを聞くことで、自分たちもこ
のようにして親に大切に育てられ大きくなったと
いうことを、振り返る機会にもなっています。そ
の後の感想文では多くの中学生が「産んでくれて
ありがとう。」
「今まで育ててくれてありがとう。」
と親への感謝の気持ちをつづっています。

学校名
計 根 別 学 園
☎78－2052

日

時

○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

12月13日㈮
午前10時25分～12時10分
午後１時25分～２時15分

容

参加対象

受付方法

保護者
卒論発表会（第９学年） および
授 業 参 観（全 学 年） 地域住民

当日玄関
にて受付

町内で活動する「読み聞かせサークルおはなしの木（長谷川武
子代表、会員 10 人）
」が、公益社団法人読書推進運動協議会の令
和元年度優良読書グループ全国表彰を受賞し、11 月 21 日に役場
で表彰伝達式が行われました。
25 年前、町内のお母さんたちによって結成され、図書館での
おはなし会から活動がスタート。以来、小学校や幼稚園、老人ク
ラブ、ラジオなど活動範囲を広げ、たくさんの町民に本を読む楽
しさを伝えてきました。
2

生涯学習情報

読書の楽しさ伝え続け全国表彰受賞

学校の情報

学校公開日のご案内

保護者と町民の皆さんへ

スポーツ情報

森林公園スキー練習場
スキー

スノーボード

そり

○

○

○

月・水・金・土・日

火・木

×

午前９時～日没
日没～午後９時
夜間照明は午後６時点灯

１月下旬にオープン予定

スロープに向かって右側を使用
してください。

開放日を厳守してください。

・スロープ（斜面）を登るときは両端を登りましょう。
・ジャンプ台の設置、ゴムチューブの使用は禁止しています。
・ロープトーはスキー協会、スキー少年団が設置管理している専用施設ですので、一般の方は使用できません。

※専用使用の場合は、使用日の前日までに教育委員会または総合体育館へ申請し、許可を受けてください。

無料開放!
330°
アリーナ
「ランニング・ウォーキングコース」

温水プールの整備休館
整備休館／12月11日㈬～１月６日㈪
利用再開／１月７日㈫ 午後２時
☆月曜日から土曜日
区分
午後
夜間

期

遊泳時間
午後２時～４時45分
午後５時～８時45分

☆日曜日・祝日
区分
午前
午後

～冬季の運動不足解消と健康維持に～

閉館時間は午後９時

間／１月７日㈫～４月29日（水・祝）

開放曜日／１月・３月･･･毎週火・木曜日
２月・４月･･･毎週月・水・金曜日
※祝日含む、休館日除く

閉館時間は午後５時

・利用の際は必ず受け付けをしてください。

遊泳時間
午前10時～11時45分
午後１時～４時45分

・注意事項を守って、楽しく使用してください。
・期間中でも大会等により、ご利用いただけな
い場合があります。

問合先／総合体育館（☎72－2316）
温水プール（☎72－7001）

問合先／総合体育館（☎72－2316）

【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
と

き／毎週水曜日

き／毎週金曜日

と

一般対象

一般対象

◇アカデミー行事
◎長靴アイスホッケー広場
と

と

き／毎週水曜日

き／12月９日㈪・23日㈪

ところ／総合体育館

午後１時30分～３時

◎くたくたミニテニスクラブ

一般対象

午後２時～３時

午前９時～10時30分

◎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!

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！

き／１月18日㈯

ところ／運動公園アイスホッケー場

一般対象

午後１時30分～３時

問合先

〒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

◎ジュニアミニテニス
と

き／12月７日㈯

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

幼・小・中学生対象

クラブマネジャー

午前９時30分～11時

TEL 72－8003

3

木

下

弘

之

FAX 72－8009

財団主催教室

体育施設ホームページ

○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!!

はじめてのスケート教室
と

レベルアップスケート教室

12月26日㈭・27日㈮ 全２回
※天候不良の場合予備日に実施。 予備日：１月14日㈫

き

運動公園

間

アイスホッケー場

午前10時15分～11時30分

午後１時30分～２時45分

対象・定員

初めてスケートを行う小学生、スケート
靴で歩くのがやっとの小学生・35人

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人

受 講 料

1,400円（保険料込）※両教室とも

申込締切日

12月11日㈬

※両教室とも

４泳法水泳教室
と

き

１月７日～３月17日

毎週火曜日

全10回

午後７時30分～８時30分

と こ ろ

温水プール

対象・定員

４泳法25ｍ以上泳げる方
一般成人・20人

受 講 料

4,900円（保険料込）

申込締切日

12月17日㈫

集

なかしべつ歩くスキー同好会 会員募集!

募集対象／小学１年生～中学生まで（滑れなく

冬の醍醐味！雪景色を見ながら良い汗をかき
ませんか？

中標津スキー少年団

団員募

てもＯＫ）
活動期間／１月中旬～３月初旬（予定）

【活動内容】１月～３月

毎週２回程度（予定）

  土曜日：ゆめの森公園での基礎練習
  日曜日：武佐岳などへのツアー

練習場所／森林公園スキー練習場
年 会 費／8,000円
申 込 先／総合体育館
問 合 先／石毛（☎090－1643－9986）

問合先／事務局

斉藤（☎72－3549

長靴アイスホッケー、アイスホッケーを楽しみませんか？
長靴アイスホッケー（道具は無料貸し出し）を、チームワークに
自信のある職場仲間、町内会、友人同士で楽しみませんか。大会も
開催します。
また、アイスホッケー（道具の貸し出しはありません）に興味の
ある方も募集しています。気軽にお問い合わせください！


問合先／総合体育館（☎72－2316）
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自宅）

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
時

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/

としょかんクリスマス会
みんなで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、クリスマス会の特
別なおはなし会、としょかんサンタとトナカイさんのステージなど盛りだくさんです！

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

と

き／12月８日㈰

ところ／しるべっと

午前11時～12時
コミュニティホール

※申し込みは不要です。
当日ご来場ください。

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♪本を読んでい

図書館のお仕事を体験してみよう！昨年度参
加した方も申し込みできます。

ただける方
（年齢・性別問わず）を募集しています。

と

読んでいただいた方には絵本を 1 冊プレゼント！
と

き／12月７日㈯

ところ／図書館

① 午前10時30分～
③ 午後２時30分～

午後２時～２時30分

ところ／図書館

おはなしコーナー

② 午後１時～

※各回60分

対象定員／町内在住の小学生・各回４人

読み手申し込み／12月６日㈮まで

申込締切／12月23日㈪

いずれも参加無料！

12月の展示

き／１月13日（月・祝）

問合せ・申込先：図書館（☎73－1121）

一般展示 『 日本の伝統 』
児童展示 『 メリークリスマス！ 』

郷土学習情報

北海道先人カードに、本町ゆかりの松野傳さんが採用
北海道が企画した、北海道の歴史 ･ 文化を辿る「先人カ
ードめぐり」事業において、本町ゆかりの人物である旧

郷土館で限定カードを配布中

北海道農事試験場根室支場の初代場長・松野傳（まつの
つとう）さんのカードが作られました。 道内の先人た
ちを訪ね、ゆかりの地で歴史に触れてもらうため、作ら
れたカードは約 100 種類。１施設につき１カードが配布
されるもので、松野さんのカードは中標津町郷土館で配
布を行います（１人１枚、在庫が無くなりしだい終了）。
各地のカードを集めることで、記念品が当たるキャン
ペーンも実施されます。くわしくは下記ウェブサイトでご確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sum/senjin/index.htm
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しるべっと学園
と

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

年越しそば打ち教室

き／12月14日㈯

今年もこの季節がやってきました！

①午前の部

午前９時30分～12時

②午後の部

午後１時～３時30分

で、親子でも気軽に参加いただける教室です。ぜ

美術室

ひご参加ください。

ところ／しるべっと
講

文化会館ホームページ

未経験の方や道具を持っていない方も大歓迎

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

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

※小学生は保護者の参加が必要
員／各18人（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６日㈮締め切り
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

第248回 ロビーコンサート
◎会場は、しるべっと
と

き／12月14日㈯

町民ホール

午後１時開演

「 中標津高校 合唱部＆吹奏楽部合同ロビーコンサート 」
①出

演／中標津高校合唱部

プログラム／「サンタが街にやってくる」
「ジングルベル」 ほか
②出

演／中標津高校吹奏楽部

プログラム／「パプリカ」 「ホール・ニュー・ワールド」 ほか
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

中標津文芸 第35号

12月発刊!!

今年も、中標津町の文芸愛好者を中心に、根室管内在住経験のある方々
から寄せられた作品を収録した文芸誌「中標津文芸」を発刊します。
発売日が決定次第、財団ホームページ・facebook 等でお知らせします。
しるべっと、交流センター、町内各書店などでお求めください。
〔内容〕
創作・随筆・評論・自分史・紀行文・レポート・俳句・短歌・川柳・
詩など、37人45作品を収録。
定価／800円（税込）
編集／中標津文芸編集委員会
発行／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
写真は昨年発刊のものです。

6

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。

定

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

新春書き初め会
し る べ っ と 会 場

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

大好評のカラフルな書道液を使って
大きな模造紙に今年の目標を書く

「カラー書道体験」も行います。

対 象／幼児から一般成人まで
参加料／無料

と き／１月９日㈭ 午後１時～４時
ところ／しるべっと コミュニティホール
作品展示期間／１月10日㈮～13日（月・祝）
町民ホール

持ち物／書道道具一式、ゴミ袋、新聞紙、題材
※題材は画仙紙、半紙どちらも可。
※紙 （画仙紙、半紙）は主催者で用意しま
す。ただし１人３枚まで。
※当日、会場内で画仙紙と墨汁の販売を行い
ます。

交流センター会場
と き／１月10日㈮ 午前10時～正午
ところ／交流センター 大集会室
作品展示期間／１月11日㈯～19日㈰
多目的ホール

◎事前申し込み不要です。当日会場で受け付けます。
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
協力／雨城書道同好会

第15回 子どもステージinしるべっと
と
内

き／３月８日㈰

午後１時開場

午後１時30分開演

容／ステージ発表出来る内容であればジャンル不問。

参加団体募集!

ところ／しるべっとホール

参加資格／町内で活動する個人または団体に所属する18歳以下の子どもたち。
募集数／12団体

※先着順

発表時間／１団体15分以内（出入り、準備含む）
申込方法／し るべっとで配布している申込書に必要事項
を記入のうえ、しるべっと窓口に提出、また
はFAX（72－7767）でお申し込みください。
申込期間／12月10日㈫～24日㈫
問合先／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

※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。

◯絵画サークルWATER COLORS作品展
き／12月３日㈫～10日㈫
※最終日は午後１時まで。
ところ／しるべっと 展示室
主 催／絵画サークルWATER COLORS

◯第４回平林真永美ピアノ教室発表会

と

と

ところ／しるべっと

入場
無料

主

◯第23回津田智佳子門下生ピアノ発表会
と き／12月15日㈰ 午前11時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／PIACERE（ピアチェーレ）

き／12月22日㈰

入場
無料
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午後２時開演
コミュニティホール 入場

催／平林真永美ピアノ教室

無料

根室管内教育講演会 「

ことばの力 」

～コミュニケーションと人間力～

これからはプレゼンテーション力とコミュニケーション力が大事に
なってくる時代。
アナウンサーとして幅広いジャンルで司会を務めてきた、堀尾さん
がお話します。
と き／12月21日㈯ 午後３時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／根室管内教育講演会実行委員会
（一財）北海道公立学校教職互助会
問合先／社会教育係（☎73－3111 内線280）

入場
無料
講師

堀尾 正明 氏
（フリーキャスター）

令和２年成人式について

だより

と き １月７日㈫ 午後１時30分より
ところ しるべっとホール
内 容 オ ープニングセレモニー、式典、記念
写真撮影

○1 2月からゲート開閉時間が「午前８時～午
後６時」になりました。
○ビジターセンター開館時間は「午前９時～午
後５時」です。

新成人の対象となるのは、平成 11 年４月２
日から平成 12 年４月１日までに生まれた方で
す。学校や勤務先の関係で町に住民登録がない
方も成人式に出席することができます。
出席を希望される方は、12 月６日㈮までに、下
記へご連絡ください。当町に住民票がある方は
往復はがきにより案内します。

○年末は12月29日㈰まで開園し、年始は１月
６日㈪から開園します。
くわしい問い合わせは、管理事務所（☎72
－0471）まで。
※暴風雪などによる閉園情報は、フェイスブッ
クでお知らせします。

◎新成人のご家族や知人の方も、会場に入場い
ただけます（申込不要）。
連絡・問合先／社会教育係
（☎ 73 － 3111 内線 280）

ホームページ
http://www.yumemori.jp/
フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yumenomori/
ゆめの森公園日記
http://yumemori.jugem.jp/

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（12月６日～１月６日）

編集後記

▼ 二〇一九年も残りわずか
となりました。
私の実家では毎年親が大
掃除をしている横で、兄弟
全員が宝探しという名の大
掃除をしていました。テレ
ビ台の隙間等から小銭を探
して
「これもらっていい？」
「あ、ずるい！」なんて事を
言いながら大掃除の邪魔を
していました。中には親が
隠したお菓子も紛れてい
て、自分の部屋掃除は後回
し。大掃除を手伝ってみた
ら良い事があるかも？
それでは皆さん、良い年
（坂上）
末を…。 

○しるべっと（総合文化会館）
・図書館・交流センター
の休館日は、12 月 16 日㈪、12 月 29 日㈰～１月６
日㈪です。
○郷 土館の休館日は、12 月９日㈪・16 日㈪、12 月
24 日㈫～１月７日㈫です。
○体 育館・武道館の休館日は、12 月 16 日㈪、12 月
26 日㈭～１月６日㈪です。
○温水プールの休館日は、12 月 11 日㈬～１月６日㈪
です。
※運動公園（スケートリンク）は年末年始も使用でき
ます。
〔くわしくは表紙をご覧ください〕
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