引越

スポーツ少年団 団員募集 !
少年団名

中 標 津 水 泳

中標津スイムビート

募集対象
小中高生

（25m泳げること）

小中高生

練習日程

練習場所

毎週火～金曜日
18：00～19：30
毎週土
14：00～15：30

温水プール

用具・費用など

（各自で用意するもの）
・キャップ
・ゴーグル
・ビート板

火曜日（スタートコース）16：15～17：15
水曜日（練習コース）17：00～、18：00～、19：00～ 各１時間
※学年や泳力により変動します。
温水プール

・水泳用具一式

会

費

年会費 10,000円
月コース料

4,000円

年会費（登録・保
険料）
2,000円
月会費
1,000円

中標津町剣道

小学生

毎週水曜日
18：00～19：30
毎週土曜日
9：30～11：30
※見学可

中標津町柔道

小中学生

毎週水・金曜日
18：00～19：30

中標津町空手道

小中学生

毎週火・木曜日
18：00～19：30
※見学・体験随時

中標津ミニバスケットボール

小学生男女

毎週火・木・金 他
17：30～19：00
※男女別練習

体育館など

・バスケットシューズ
・スクイズボトル

月会費
1,000円
（小１～３）
月会費
2,000円
（小４～６）

小学生

毎週
月・水・土 他
※時間は学年や
時期により変動

運動公園
睦運動広場
体育館など

・ボール
・シューズ
・レガース
・ドリンクホルダー など

月会費
1,000円
（小１・２）
月会費
2,000円
（小３～６）
年会費
6,000円

中標津サッカー

なかしべつラグビースクール

※年齢問わず女子
団員も募集して
います。

小学生

武

道

館

・防具、用具一式
（45,000円程度）
※防具の購入は概ね半年
経過後。（防具は概ね
小学校卒業まで使用で
きます）

月会費
1,000円
（登録・保険料別
途）

・柔道着
（7,000円～10,000円程度）

月会費
1,500円
（登録・保険料別
途）

・空手道着
（8,000円程度）

年会費 14,000円
（登録・武道館使用
料別途）

申込・問合先／総合体育館または焼肉万景・五十嵐（☎72－1929） ※随時募集

原則毎週水曜日
17：30～19：00
毎週土曜日
10：00～12：00

運動公園
体育館など

・種目によって必要なもの

新規年会費

12,500円

申込方法
・中標津町スポーツ少年団本部（総合体育館窓口）にて、所定の用紙に記入のうえ申し込みください。
・年会費等の必要経費は申込後、各団の事務局から連絡がありますので、その際に納入方法等を確
認し、納めてください。
スポーツ少年団についての問い合わせは、中標津町スポーツ少年団本部（総合体育館☎72－2316）まで!
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カゼをひく前よりも一段と元気になるのがわか
ります。この感覚、一度体験するとやみつきで
す！

カゼ上手のすすめ

そのためには、身体の小さなサインを見逃さ

カゼやインフルエンザが流行っていますね。

ず、素早く対応することが大切です。何かと忙

マスクや手洗い、うがいなど、予防を心がけて

しい私たち、体調よりも仕事を優先している

いる方も多いことでしょう。

と、身体のサインに鈍感になってしまいます。

東洋医学の観点から、カゼを「治す」のでは

自分の疲れにも気づけないとしたら、情けない

なく「経過させる」ことで、もっと元気になる

ことではないでしょうか。カゼは私たちに身体

方法をご紹介します。

の声を聞く大切さを教えてくれます。

カゼは「風邪（ふうじゃ）」といい、体の中に

家庭教育・子育て支援情報

ゼが経過していき、なんとも言えない爽快感、

ゾクッと来たら、首のつぼ。お試しくださ

侵入する「邪気」です。
「風池」
「風門」などの、

い！

首周りのツボが入口になっています。

ママズケアそれいゆメンバー

知らず知らずのうちにたまった疲れで、免疫



なごみ鍼灸院

力が低下してしまった時、その弱ったタイミン

北井なごみ

カゼのつぼ

グに邪気が狙ってきます。背中がゾクゾクっと
する感覚は、邪気が入ってきた合図。首回りの
ツボを温めて、身体の中まで侵入することを食
い止めましょう！鍼やお灸はもちろん、首の付
け根にカイロを貼ったり、ドライヤーで温めて
も効果的です。
汗をかいて、安静にしていると、数時間でカ

幕末の探検家



松浦武四郎、
旧斜里山道中記

期

間／平成31年４月から翌年３月まで
毎月２回、いずれも水曜日

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。

午前10時～午後３時
ところ／しるべっと（文化会館）
定

員／8 0名（超えた場合は選考基準により
決定）

応募資格／原 則、町内に居住する満60歳以上の

巡回展日程

方。

３月１日㈮～14日㈭

交流センター

受講料／年間6,500円

３月16日㈯～31日㈰

しるべっと

申込方法／３ 月31日㈰までに、入学願書をしる
べっと窓口へ提出してください。

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

問合先／しるべっと（☎73－1131）
主
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催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

生涯学習情報

しらかば学園 学園生募集

北海道命名150周年／郷土館事業特別展

学校の情報

学校における

働き方改革を進めるために

学校を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中で、教職員の長時間
労働が大きな社会問題となっています。中標津町においても、教育委員会、学校、家庭、地域の連携
により、保護者や地域住民の理解を得ながら、働き方改革に向けた業務改善を推進しますので、皆さ
まのご理解とご協力をお願いします
【勤

務

時

間】

１週間当たりの勤務時間が60時間を超える教職員を全町立学校で
ゼロにする。

※教育公務員の１週間当たりの正規の勤務時間は38時間45分です。

【 部活動休養日 】

部活動休養日を全ての部活動で週当たり２日以上（平日１日以上、
土曜日および日曜日で１日以上）、年間104日以上実施する。

※部活動休養日とは、指導者と生徒がすべての活動を行わず、心身の休養を取る日のことです。

【 変形労働時間制 】

変形労働時間制を全町立学校で活用する。

※変形労働時間制とは、労働時間を月単位・年単位で調整する労働時間制度のことです。

【定 時 退 勤 日】

定時退勤日を全町立学校で月２回以上実施する。

※定時退勤日とは、決められた退勤時刻に退勤する日のことです。

【学 校 閉 庁 日】

学校閉庁日を全町立学校で年11日以上実施する。
夏季休業期間 ８月13日から15日までの３日間を基本とし、各学
校で設定
冬季休業期間 12月29日から1月5日までの８日間

※学校閉庁日とは、校舎等を施錠し、学校の機能や部活動を休止する日のことです。

くわしくは、中標津町教育委員会のホームページをご覧ください。
教育委員会HP https://www.nakashibetsu.jp/kyouiku_iinkai/

郷土学習情報

武佐岳

新規会員を募集します「郷土館友の会」
郷土館友の会（中標津の自然を知ろう会）は、地域の自然・歴史・文化に関する
調査や観察を行うほか、郷土館と協働して町花エゾリンドウの保護増殖作業、郷土
館分館オータムフェスタ、埋蔵文化財発掘調査にも携わっ
ています。私たちと一緒に楽しく学んでみませんか。
▲ 野鳥観察

活動日／年間約15回、主に火曜または木曜
年会費／2,200円（傷害保険料含む）
問合先／学芸係（☎73－3111 内線268）

◀ 植物標本づくり

☞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

平成31年度

体育施設ホームページ

財団主催水泳教室

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

参加者募集

クロール教室 ～夜の時間を有効活用し、クロールを学ぼう～

これまでの初級・中級教室を１本化し、「クロール教室」として開催します。息継ぎを
覚えたい方から、楽に長く泳げるようになりたい方まで、泳力に合わせて指導を行います。
と

き

４月９日～７月９日

毎週火曜日

（全13回）

温水プール

定員・対象

受 講 料

高校・一般
中学生

5,800円
申込期間
4,700円（保険料込み）

午後７時～８時

25名・中学生以上
３月５日㈫～27日㈬

キッズベーシックスイム
と

【火曜クラス】５月28日～12月10日 【木曜クラス】５月23日～12月５日
両クラスとも午後５時30分～６時30分 全25回

き

と こ ろ

温水プール

定員・対象

受 講 料

10,000円（保険料込み）

申込期間

各40名・小学１～２年生
４月８日㈪～５月８日㈬

申し込みについて
○総合体育館・プール窓口で、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付します。締切日の翌々日午後１時から、総合体育館・温水
プール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いたしませんので、ご注意ください。
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33 0

と

19

11

４月１日㈪から
申込受付開始！

き／７月14日㈰ 雨天決行
（午前８時35分 ２kmから順次スタート）
ところ／総合体育館
種 目／ハ ーフマラソン、５km、２km（ファミリーの部も
あります）
参加料／ハーフ 3,500円
５km
一
般 2,100円
高 校 生 1,600円
小中学生 1,100円
２km
小 学 生   600円
ファミリーの部 １組2,200円
申込期間／４月１日㈪～５月20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
込みが可能です。
●くわしくは開催要項または大会ホームページにて確
認ください。
〈大会ＨＰ〉http://www.zncs.or.jp/330
問合先／実行委員会事務局（総合体育館 ☎72－2316）
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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。

と こ ろ

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

としょかん人形劇

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

ワークショップの参加・人形劇鑑賞ともに無料

『だるまちゃんとてんぐちゃん』
『ふくろうのそめものや』ほか
春休みは人形劇を観に来ませんか？演目は絵本でお馴染みの、だるまちゃんのお話です！赤ちゃんか
ら大人まで、どなたでもお越しいただけます。公演前には、お人形を作るワー

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

クショップも行います！
※人形劇は申し込み不要ですが、ワークショップには事前申し込みが必要
です。

★ 人形劇ワークショップ「おにんぎょうを作ろう♪」
と

き／３月 17 日㈰

午前 10 時～ 10 時 50 分

※開場は午前９時 45 分

※参加者は９時 55 分までに会場へお越しください。

ところ／しるべっと

コミュニティホール

申込締切日／３月12日㈫

   

対

象／町内在住の５歳～小学校４年生

★ 人形劇公演
と

き／３月 17 日㈰

出

演／人形劇団ひよっこ

ところ／しるべっと

定

員／先着30名

申込先／図書館（☎73－1121）

午前 11 時～ 12 時

図書館で閲覧できます

コミュニティホール

『だるまちゃんとてんぐちゃん』
加古里子／作・絵 福音館書店

特別展示 「モルとムギ 相撲部屋の猫親方」


寝込（猫）むほどカワイイ ネコの写真パネル展
相撲部屋の看板猫と力士の心温まるエピソード満載の写真集『モルとムギ

相撲部屋の猫親方』の写真パネルを展示します！展示に合わせ、動物の写真集な
ど動物関連の図書を展示・貸し出しします。
期

間／３月９日㈯～ 24 日㈰

ところ／図書館内
協

力／河出書房新社

図書館で閲覧できます

『モルとムギ 相撲部屋の猫親方』
荒汐部屋・前田悟志／著 河出書房新社

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

３月の展示

蔵書点検のため、下記の期間は休館いたし
ます。
期間中、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。
※Ｃ Ｄ・ビデオは特別休館後に、直接カウン
ターへお持ちください。

一般展示 『災害にそなえよう』
児童展示 『災害を知ろう』
児童特別展示 『としょかん人形劇特別展示』
『Ｏｈ！ベイビー』

「としょかん人形劇」「春休み子ども映画会」の内
容に合わせた本を、展示・貸し出しします！

期
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間

３月５日㈫～３月８日㈮

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」
と き／３月13日㈬ 午後６時開場
ところ／しるべっとホール

午後６時30分開演

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。

公演間近!

※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

【出演者】 大平サブロー、ラサール石井、戸田恵子 ほか

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

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

※税込み、当日500円増し。

2,500円

中!

ト販売

チケッ

※５歳以上有料、４歳以下ひざ上無料。

プレイガイド／しるべっと、チケットよしもと、チケットぴあ、ローソンチケット
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。

大人も子どもも楽しめる、絵本の朗読や演奏、トークも交えた大人気ライブショー！
と

き／５月12日㈰

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

2,500円

小学生以下

中・高校生

1,000円

中!

ト販売

チケッ

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、大人１名につき子ども１名ひざ上での
鑑賞に限り入場無料。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、道新プレイガイド
出演者／室井滋（女優）、長谷川義史（絵本作家）、
岡淳（サックス奏者）、大友剛（ミュージシャン・翻訳家）
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室井滋

長谷川義史

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。

よしもとお笑いまつりin中標津

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/

春休み子ども映画会 「ボス・ベイビー」
とき・ところ／３月26日㈫
〈計根別〉交流センター 午前10時～11時50分
〈中標津〉しるべっとホール

午後 2時～ 3時50分

※開場は開演の30分前です
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
（中標津町交流センター、中標津町図書館）

入場無料

【あらすじ】
７歳のティムの弟になったのは、口が悪い
おっさんみたいな赤ちゃん!?実は、彼には、
ある秘密の任務があって…。

©dreamWorks The Boss Baby (C) 2018 DreamWorks
Animation LLC. All Rights Reserved. (C)2018 Universal
Studios. All Rights Reserved.

※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。

◎北海道中標津高等学校合唱部
第32回定期演奏会
と

き／３月10日㈰

◯第２回南中音楽教室ピアノ発表会
と

午後６時開演

き／３月30日㈯

午後３時開演

ところ／しるべっと

ところ／しるべっとホール

主

コミュニティホール
入場無料

催／南中音楽教室

入場料／300円
主 催／北海道中標津高等学校合唱部

◯ヒップホップキッズ発表会「FANTASTEP」
と

き／３月17日㈰

主

主

午後１時開演

ところ／しるべっとホール

催／ヒップホップキッズ

対象者／小学１年生から６年生の女子
申込受付／３月13日㈬
しるべっと

き／３月21日（木・祝）

ところ／しるべっと
主

例

き／３月24日㈰

ところ／しるべっと
主

しるべっと

午後４時30分～（３・４年生）

コミュニティホール

午後５時30分～（５・６年生）

入場無料

問合先／新谷（あらや／☎080－4501－3947）

〇中標津カントリーウエスタン
ダンスクラブ 春の無料講習会

◯平成30年度中標津ドラム・カホン 入場
無料
スクール発表会
と

会／毎週水曜日

午後３時30分～（１・２年生）

午後２時開演

催／菅野ヴァイオリン教室

午後５時～７時30分
第２研修室B

※保険料800円を当日持参してください。

◯第30回菅野ヴァイオリン教室
中標津教室発表会
と

入場
無料

会員募集（2019年度新会員）

入場
無料

催／高橋真実ピアノ教室

午後５時30分開演

ところ／しるべっとホール

◯高橋真実ピアノ教室発表会2019
と

き／３月23日㈯

午後４時30分開演

と

コミュニティホール

ところ／しるべっと

催／中標津ドラム・カホンスクール

き／４月20日㈯

午後１時
美術室

問合先／白田（しらた／☎090－2054－2154）
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４月１日から

 ラジオ体操が始まります
◎会場は、しるべっと

毎朝のラジオ体操で健康増
進を図りませんか。子どもか
ら高齢の方まで、多数の参加
をお待ちしています。
期間／４月１日～10月14日
時間／午前６時30分から
会場／しるべっと駐車場、西町会館前、ぷらっと前
問合先／中標津地区ラジオ体操会
事務局（小玉 ☎72－3397）

町民ホール

第239回 ロビーコンサート
と

き／３月９日㈯

午後１時開演

「 明治～昭和、心に残る曲 」
出

演／中標津ハーモニカ同好会

プログラム／「家路」「埴生の宿」「湯の町エレジー」 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

【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

◎くたくたミニテニスクラブ

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／３月６日・13日・20日・27日・４月３日
水曜日 午後１時30分～３時
ところ／総合体育館

一般対象

午前９時～10時30分

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

ところ／総合体育館

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／３月11日・25日
月曜日 午後２時～３時
ところ／総合体育館

午後１時30分～３時

◇アカデミー行事

ところ／総合体育館

◎ジュニアミニテニス

町内の小学生対象

◎中標津町ジュニアミニテニス交流大会

幼・小・中学生対象

と き／３月30日㈯ 午前９時30分～11時
ところ／総合体育館
備 考／参加料無料（当日申し込み可）

と き／３月30日㈯ 午前９時30分～11時
ところ／総合体育館
問合先

一般対象

と

一般対象

き／３月８日・15日・22日・29日・４月５日
金曜日

一般対象

と

き／３月６日・13日・20日・27日・４月３日
水曜日

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

〒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

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

編集後記

▼ 年
 末に季節はずれの雨が
降ったときは、今シーズン

は雪が少ないのかなと思っ

たのですが、年が明けてか

らはそれが思い違いであっ

たと教えられました。３月

は卒業など大きな節目の

時期となり、いろいろな方

との別れもあるかと思い

ます。環境が変わると身近

だった人もなかなか会えな

くなるものですから、今あ

（三浦）

る貴重な縁を大切にしたい

ですね。 

各生涯学習施設休館日のお知らせ
３月５日～４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、３月 18 日㈪、４月１日㈪で
す。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。なお、図書
館は蔵書点検のため、３月５日㈫から８日㈮まで特別
休館です。
郷土館の休館日は、３月 11 日㈪・18 日㈪・22 日㈮・
25 日㈪、４月１日㈪です。
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