平成31年度

児童クラブ登録児童募集

児童館では、放課後、仕事またはその他の事情により、保護者が不在の家
庭の児童を対象とした「児童クラブ」を開設しています。
登録を希望される方は、最寄りの児童館で申込用紙等を受け取り、期間内
に申し込みください。申込時に面談を行いますので、時間に余裕を持ってお
越しください。
また、新入学児童を対象に今月開催する一日入学説明会においても、概要・
申込方法等の説明をし、希望者には児童クラブの申込用紙等を配付します。
詳細は、最寄りの児童館に問い合わせください。

受付期間／２月５日㈫～21日㈭ ※日曜・祝日は除く
受付時間／午後１時から５時まで
対象期間／2019年４月１日～2020年３月31日【１年間】
対
象／小学１年生～３年生
※現在、利用している１・２年生（新２・
３年生）も申し込みが必要です。
保 険 料／年間2,000円
そ の 他／・就労等の家庭状況により登録を決定しま
す。先着順ではありません（定員に達し
た場合は、待機していただくこともあり
ます）。
・保護者ボランティアとして年1回児童館
事業等にご協力をいただきます。
担
当／子育て支援室子育て支援管理係
☎73－3111（内線224）

平成31年度

N

AK

ラブ事業、一時預かり保育事業を集約化した
施設『（仮称）計根別こども館』の開設に向
け、計根別農業協同組合が所有している旧
北海道ひがし農業共済組合施設（旧ＮＯＳ
ＡＩ）の改修工事を行い、平成31年４月の
オープンを目指し、準備を進めています。
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【 申 込 先 】
児童センター


【東 児 童 ク ラ ブ

西 児 童 館


東８南３
西５北３

【西 児 童 ク ラ ブ

なかよし児童館 東14北４

☎73－2996
定員100人】
☎72－3039
定員 80人】
☎73－5569



【なかよし児童クラブ 定員 40人】



【わんぱく児童クラブ 定員 40人】

計根別児童館


計根別北１西１☎78－2539

【計根別児童クラブ

計根別児童館が移転します

現在、計根別地域の児童館、放課後児童ク

ASHIBETS

定員 30人】

学校の情報

少年の主張 中標津町大会
昨年11月22日に計根別学園で開催した本大会では、町内の全中学校
から８人の代表が、自分の思いを力強く発表しました。最優秀賞には、
ごうだはると

広陵中学校２年田中かおるさん、優秀賞には、広陵中学校２年合 田陽 音
なかうら あ や の

さん、計根別学園９年中浦綾乃さんが選ばれました。
紙面の都合上、最優秀賞の発表のみ掲載となりますので、ご了承くだ
さい。

最優秀賞 「食卓のヒーロー」 中標津町立広陵中学校２年

田中かおる

「ピーマン苦手だから残しちゃお！」
「野菜なん

ている方もいると思います。確かに夏などに比

かいらないや！それより肉 !!」皆さんはこのよう

べればやることは少ないです。ですが、決してサ

な言葉を耳にしたことはありませんか。
「食卓に

ボっているわけではありません。冬は次の年に向

野菜が並んでいるのは当たり前。」きっとここに

けての準備期間です。例えるなら、受験を間近に

いる多くの人がそう思っているはずです。でも、

控えている受験生。あるいは、新生活を送るため

その「当たり前」を作っているのは農家の人たち

の家探しのように、無事に春を迎えるために必要

だということを忘れないでほしいのです。農家と

な準備期間なのです。この準備期間があるからこ

いうのは天候に左右される仕事です。もし、悪天

そ、夏は機械が正常に動くし、取引先とも上手く

候が続けば食卓に並んでいた野菜の姿は段々と消

やっていけるのです。
このように、農家は一年を通して畑や機械、作

えていき、皆さんの「当たり前」が当たり前では

物のことを一番に考えて行動しています。他の仕

なくなってしまうかもしれません。

事に比べれば収入だって安定していないし、夏と

私がなぜこんなことを言いたいのかというと、
私の家が農家でたくさんの苦労を抱えているから

冬の仕事の量も極端に違います。そんななか、農

です。覚えていますか？一昨年、雨が大量に降り、

家の人たちは朝の３時頃に起きて畑に行きます。

農家以外にも土砂災害や川の氾濫などの大きな影

大きな傷を作ってまで機械を直しています。血の

響を与えたことを。その年の作物のおよそ四割は

滲むような仕事にも、耐えているのです。こんな

腐ったり、育たなかったりと不作の年となりまし

に大変な思いをしてまで農家として働く多くの人

た。このように、作物ができないということは食

と、父を、私は尊敬しています。それと同時に、感

卓に並ぶ野菜の数も減り、値段も当然高くなると

謝の気持ちも持たずに野菜を捨てたり残したりす

いうことです。例えば、毎年 200 円で売られてい

る人たちを見ると悲しい気持ちになります。皆さ

るキャベツが 500 円にまで高くなってしまうの

んの「当たり前」を作るために、農家の人たちが

です。これでは消費者である皆さんも困ると思い

必死に作った野菜なのです。簡単に捨てないでく

ます。ですが、それ以上に困るのが農家の人たち

ださい。残さないでください。父が、農家の人た

です。農家にとって作物を出荷することが収入の

ちが皆さんために作り、育てた野菜を。

大半を占めています。作物ができなければ出荷す
ることができず、収入源を失ってしまうのです。
そのせいか、父や母は毎日天気予報を確認してい
ます。他にも畑が鹿などに荒らされてしまえば作
物は育たなくなります。また、同じ畑に同じ作物
を作り続けていたら病気にかかりやすくなりま
す。そうならないように「この畑には今年はじゃ
がいも、来年はキャベツ。」など色々なことを考え
ながら作物を育てています。
「でも、冬は何もやってないんだろう？」と思っ
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学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

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

容

中標津中学校
☎72－2626

２月８日㈮
午後12時40分～１時30分

授業参観

広 陵 中 学 校
☎73－3161

２月８日㈮
午後１時35分～２時25分

授業参観

中標津小学校
☎72－2565

２月19日㈫・20日㈬
22日㈮   
午後１時35分～２時20分

授業参観
19日…低学年・20日…高学年
22日…中学年  

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

２月21日㈭
午後１時40分～２時25分

授業参観

丸 山 小 学 校
☎73－4411

２月21日㈭・22日㈮
午後１時15分～２時

授業参観
21日…１～３年
22日…４～６年

中標津東小学校
☎72－3314

２月25日㈪・26日㈫
28日㈭   
午後１時30分～２時15分

授業参観
25日…中学年・26日…高学年
28日…低学年   

計 根 別 学 園
☎78－2052

２月28日㈭
午後１時25分～２時15分

授業参観

参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

生涯学習情報

だより
冬ならではの楽しみがいっぱい！
冬期のゲート開放時間は午前８時から午後６時、ビジ
ターセンター開館時間は午前９時から午後５時です。
雪は友だち !! 冬遊び場を開放しています。
①ソリ・コース、チューブ・コース
駐車場からの階段左側。
②歩くスキー初心者コース
パークゴルフ場周囲、翼とふれあいのゾーン
③歩くスキー一般コース センターゾーン、自然観察路
④スノーモービルによるチューブ・ラフティング
毎週日曜日、午後１時～１時 30 分
センターゾーン「くじらの海」
ソリ、チューブ、歩くスキーは無料で貸し出しています
チューブ・ラフティングは小学生以上が対象です
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○くわしくは、管理事務所または下記ホームペー
ジ、ブログで最新情報をご確認ください。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www.yumemori.jp/
道立ゆめの森公園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/
 道立ゆめの森公園管理事務所（☎72－0471）

体育施設ホームページ

平成31年度

330°アリーナ

町営体育施設等の利用予定について

「ランニング・ウォーキングコース」
無料開放実施中！

施設の円滑な運営を図ることを目的に、体育
施設の利用予定を調査しています。平成31年

総合体育館では、冬季の運動不足解消のため

度（４月１日～翌３月31日）に町営体育施設

「健康維持・増進強化期間」として、２階ラン

等の利用（スポーツ大会・各種イベント）を予

ニング・ウォーキングコースを無料開放してい

でご報告ください。

間／４月29日（月・祝）まで

対象曜日／２月・４月
３月

毎週月・水・金曜日

※サークル活動・練習会はのぞきます。

毎週火・木曜日

対象施設

※祝日含む、休館日のぞく

総合体育館・温水プール・武道館・町営テニ

・利 用の際は必ず受け付け

スコート・町営野球場・運動公園（芝生広

をしてください。

場・球技場・球場など）

・注 意事項を守って、楽し

提出締め切り

く利用してください。

２月８日㈮

・期 間中に大会等開催のた

午後９時まで

※総合体育館窓口で配布している用紙にご記

め、ご利用いただけない

入のうえ、提出してください。

場合があります。

問合先

問合先／総合体育館（☎72－2316）

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
◎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

◎アカデミー行事（第13回かんじきまつり）

◎ミニテニスをやってみる会

と

一般対象

ところ／道立ゆめの森公園

午後１時30分～３時

ところ／総合体育館

◎ジュニアミニテニス

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
幼・小・中学生対象

と

会場が使用できないため、今月は休止とします。

問合先

き／２月23日㈯
午前10時～12時

き／２月８日・15日・22日
金曜日

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

と

一般対象

き／２月６日・13日・20日・27日
水曜日

き／２月６日・13日・20日・27日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

き／２月11日・25日
月曜日 午後２時～３時

ところ／総合体育館

〒086－1148 中標津町緑ヶ丘６番地３
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
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中標津町運動公園管理棟内
クラブマネジャー 澤 野
㓛
TEL 72－8003 FAX 72－8009

一般対象

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。

定している団体は、下記のとおり総合体育館ま

ます。
期

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

「わくわく☆チャレンジ教室
と

き／①２月20日㈬
②２月23日㈯

飛び出すカピバラさん親子のカードを作ろう！」
カピバラ親子が飛び出す
カードを作ります！

午後３時30分～４時
午前10時30分～11時

参加無料

ところ／①交流センター（計根別）研修室
②しるべっと

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

視聴覚室

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

対

象／町内在住の３歳～小学校２年生

定

員／各回10名

※幼児は保護者同伴参加

※定員を超えた場合は主催者による責任抽選

締切日／２月15日㈮
申込先／いずれも図書館（☎73－1121）まで。

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

２月の展示
一般展示 『北方領土の日』

蔵書点検のため、下記の期間で休館します。

２月７日は北方領土の日です。地域の図書館なら
ではの資料を展示・貸出しします。

期間中の本の返却は、図書館入口前の返却ポス
トをご利用ください。
※CD・ビデオなどは特別休館後に、直接カウン

児童展示 『あったかいおはなし』

ターへお持ちください。

寒い日には、あたたかいおはなしで、ほっこりしま
せんか？

期

プチ展示 「２月 22 日猫の日」
「お菓子の本と恋愛小説」

古本を集めています

間／３月４日㈪（通常休館）

３月５日㈫～８日㈮（特別休館）

古本市に向けて、ご家庭で不要になった古本を集
めています。
読まなくなってしまった本など、図書館にお持ち
ください。
※量が多い場合など、持ち込みが困難な方は、受け
取りにうかがいます。お気軽にご相談ください。
（☎73－1121）

【集めている本】絵 本、児童書、小説、実用書、
雑誌、漫画
【お断りしている本】全集、図鑑、傷みの激しいもの

郷土学習情報

北海道命名150周年／郷土館事業特別展

幕末の探検家

松浦武四郎、
旧斜里山道中記

北海道命名150周年記念にあたり、その名付親とされる松浦武四郎の
生涯をふりかえると共に、武四郎が辿った斜里から中標津を経て標津に至
る旧斜里山道の記録をわかりやすくご紹介します。
２月１日㈮～27日㈬

会場

郷土館

３月１日㈮～14日㈭

会場

交流センター

３月16日㈯～31日㈰

会場

しるべっと

主催：中標津町郷土館

共催：（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協力：根室管内学芸職員部会
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松浦武四郎記念館所蔵

巡回展
日程

文化会館ホームページ

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

演劇

「星屑の町〜完結篇」
売れないムード歌謡コーラスグループ“山田修とハローナイツ”の冴えない７人のおじさん達が、
些細なことに一喜一憂する姿を描く物語です。ボーカル最高！コーラス最低！なデコボコおじさんグ
ループが繰り広げる、歌あり、漫才あり、メンバー同士の人間関係や分裂、争い、恋の行方などにもご
注目ください。

豪華キャストが中標津にやってくる！

ラサール石井

小宮孝泰

渡辺哲

でんでん

戸田恵子

と き／３月13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 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、北海道新聞社

チケット
好評
販売中!

よしもとお笑いまつりin中標津 開催決定!!

ミルクパワーライブ
と

き／４月２日㈫

午後６時開場

vol.7

午後６時30分開演

銀シャリ

ところ／しるべっとホール
入場料／１階指定席3,000円

２階自由席2,500円

※税込み、当日500円増し。
※５歳以上有料、４歳以下ひざ上無料。
プレイガイド／２月10日㈰
・しるべっと窓口

午前９時～

・チケットよしもと
・チケットぴあ

午前９時

一般販売開始

電話予約

午後１時～

☎73－1131

http://ticket.yoshimoto.co.jp（Ｙコード107439）

☎0570-02-9999（Ｐコード492-253）

・ローソンチケット

☎0570-084-001（Ｌコード11847）

出演者（予定）／ＣＯＷＣＯＷ、くまだまさし、銀シャリ、スリムクラブ、
ゆにばーす、ひょっこりはん、つちふまズ
※出演者は予告なく変更する場合がございますが払い戻しは
いたしません。予めご了承ください。
主

催／株式会社よしもとクリエイティブ・エージェンシー

共

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

協

力／中標津町農業協同組合、計根別農業協同組合、中標津町商工会
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ひょっこりはん

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。

大平サブロー

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

第14回 子どもステージinしるべっと
文化やスポーツの分野で活躍する子どもたちが、日ごろの練習の成果を
元気いっぱいに発表します。
と

き／３月３日㈰

午後１時開場

午後１時 30 分開演

入場無料

ところ／しるべっとホール
出

演／エアロジュニア（エアロビクス）、チアダンス BRIGHT（チアダンス）、
3RB ダンス BELINDA（リボン・ポンポン）、神刀無念凱山流北海道支部（剣詩舞）、
なかしべつ恭子バレエスタジオ（クラシックバレエ）、JAZZ DANCE RIO（ダンス）、
中標津バトントワリングスタジオ（バトントワリング）、DANCE school Infinity（ダンス）、
ロットバルトバレエアカデミー（バレエ）、ヒップホップキッズ（ダンス）、
生田流一千会北海道支部（和琴）、Lee’s Dance House（ダンス）

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

開陽台セミナー
と

き／３月15日㈮

ところ／しるべっと
入場料／大人1,000円

「上田じん トランペットコンサートin中標津」
午後６時30分開場

午後７時開演

コミュニティホール
高校生以下700円

※全席自由席、税込み、当日300円増し。
チケット販売中!

プレイガイド／しるべっと、よしや楽器
出

《順不同》

演／上田じん（トランペット）

1978年京都市生まれ。京都市立堀川高校音楽科、東京藝術

大学卒業。2002年シエナ･ウインド･オーケストラ、2007年東京シティ･フィルに入団。
近年はスタジオプレーヤーとしてCMやゲーム音楽、TVアニメ「響け! ユーフォニアム」
の高坂麗奈のトランペットなどを担当。
新居由佳梨（ピアノ）
主

スイス国立ジュネーヴ音楽院修了。繊細な叙情表現に定評がある。

催／開陽台セミナー実行委員会・（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33回中標津合唱祭「雪どけ」
と

き／２月17日㈰

◯中標津しらかば学園

午後１時開演

【ステージ発表】合唱、カラオケなど

ところ／しるべっとホール
入場料／500円
主

と

き／２月24日㈰

午前10時開始

き／２月20日㈬

入場無料

一般公開：午前10時～正午

催／中標津合唱祭実行委員会

ところ／しるべっと
主

と

※小学生以下無料

◯第27回中標津町福祉のつどい

学園祭

ところ／しるべっと

コミュニティホール

【展示部門】和紙絵、陶芸、文芸など

入場
無料

と

き／２月20日㈬～26日㈫

ところ／しるべっと

コミュニティホールほか

主

催／中標津町障害児者連絡協議会
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ギャラリー廊下

催／中標津しらかば学園 学園祭特別実行委員会

https://www.nakashibetsu.jp/kyouiku_iinkai/
◎会場は、しるべっと

町民ホール

「 ありがとうコンサート
 ～ 一年間の感謝の気持ちを込めて ～ 」
第238回 ロビーコンサート
と

き／２月23日㈯
主

出

演／丸山小学校合唱部

プログラム／「ようこちゃんが」、「花になれ」 ほか

午後１時開演

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34号

好評販売中!!

お詫び

中標津町の文芸愛好者を中心に、根室

第34号において作品の分野に誤

管内在住経験のある方々から寄せられた

りがありました。下記のとおり訂正

作品を収録した文芸誌です。

し、お詫び申し上げます。

しるべっとほか、町内各書店などでお
求めください。

もくじ・Ｐ129「ひさご」

定価／800円（税込）

（誤）川

編集／中標津文芸編集委員会

柳

→

（正）俳

句

あなたの手、あなたの笑顔を、こどもたちへ。

東っ子サポーターを募集しています！
中標津東小学校が行う教育活動へのボランティアを募集します。
保護者（ＰＴＡ）はもちろん、「こどもたちのために何かをしたい」という方でしたら、
個人・団体、どなたでもご登録いただけます。
地域を愛するこどもたちを、わたしたちの手で。あなたの笑顔をお待ちしています。
募集対象
活動内容

・中学生以上の男女
・メールで連絡が取れる方 ※連絡には「東っ子メール」を使用します。
・平日昼間を中心とした校内外での教育活動
（安全確保・学習支援・行事支援・放課後学習）の講師・補助
・全校行事（運動会・学芸会）の支援 など
申込先・問合先／中標津東小学校

編集後記

▼ 穏
 やかな年明けからあっ
という間に一ヶ月が経ちま
した。
さ て、四 月 いっぱいで 平
成 という 元 号 が 終 了 し ま
す。この時 代は自 分 が働 き
出した年とスタートが同じ
であったため、
「平成になっ
た の はつい 最 近 」で あ り、
「 もの すご く 速 く 過 ぎ さっ
た時代」という個人的感覚
が あ り ま す。とはいえ、こ
の 年 を 振 り 返って 見 る
と、インタ ー ネット の 普 及
や多 くの災 害、価 値 観の多
様 化、世 界 各 地でのさまざ
ま な 出 来 事 を 見 るにつけ、
気 が付 けばいろいろなこと
が大 きく変わった時 代 なの
だ な、と 改 めて感 じている
ところです。 （
 ＹＡＭＡ）
30

学校運営協議会（東小

☎72－3314）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
２月６日～３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、２月 18 日㈪、３月４日
㈪です。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。郷
土館の休館日は、２月 12 日㈫・13 日㈬・18 日㈪・
25 日㈪、３月４日㈪です。

8

生涯学習情報

中標津町教育委員会ホームページ

