夏季スポーツ施設がオープンします
～屋外でスポーツを楽しみましょう!!～

春風に乗って桜の便りが届く季節となりました。下記のとおり、夏季施設がオープンします。
豊かな自然に囲まれて、競技・観戦を楽しみませんか。
施設名
テニスコート

オープン予定日

使用時間

町営テニスコート

４月27日㈯

午前９時～午後９時45分
・第１、第３月曜は閉場
☆夜間照明あり

町営ふれあい
テニスコート

５月１日
（水・祝）

町営野球場

５月12日㈰

第１球技場
６月１日㈯
第２球技場
運動公園

スピード
スケート場広場
第１球場

（みどりの里球場）

第２球場

・テニスシューズを着用して
ください。
・総合体育館で受け付けをし
てから使用してください。

午前９時～日没
・第１、第３月曜は閉場
午前５時～午後10時
☆夜間照明あり

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

午前９時～午後９時45分
☆夜間照明あり
午前９時～日没

５月４日
（土・祝）

５月４日
（土・祝）

使用にあたって

午前５時～日没

（りんどう球場）

※天候やコンディションにより、使用できない場合があります。
※運動公園施設は夜間の専用申し込みがない場合、午後５時に閉門します。

問合先
◦テニスコート、町営野球場について
�������������総合体育館（☎72－2316）
・運動公園について����運動公園管理棟（☎72－8003）
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・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）
・管 理棟で受け付けをしてか
ら使用してください。

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

☎72－1717

相談時間／月～金（祝日・年末年始除く）午前９時～午後４時

中標津農業高等学校

校内意見発表大会のご案内
日ごろの学習活動の成果として、生産物の加

○ 運動会・体育大会

工技術や環境保全、身近な問題や将来のことな

・小学校

どについて意見を発表する「校内意見発表大
会」を、下記のとおり開催します。
ぜひ、多くの方々にご来場いただき、激励く

俵

橋……………………………… ５月25日㈯

丸

山……………………………… ６月 2日㈰

・中学校

ださいますようお願いします。
と

学校の情報

教育相談センター

中標津……………………………… ５月26日㈰

き／５月10日㈮ 午前10時～午後３時15分

・義務教育学校

※発表時間は、午前10時25分～午後

計根別学園………………………… ６月 1日㈯

２時10分（昼食休憩はさむ）
ところ／しるべっと
内

コミュニティホール

容／各クラス代表の12～15名が「生産・
流通・経営」「開発・保全・創造」
「ヒューマンサービス」の３分野で

○ 修学旅行

発表。

・特別支援学校
中標津（高等部）……… ５月13日㈪～16日㈭

問合先／中標津農業高等学校（☎78－2053）

○屋外遊具（ゆらゆら渡り、ロープウエーのほか、トロッコ、トランポリン、ユニバーサル遊具、
イカダなど）

○デイキャンプ場（日帰りキャンプ）

○イベント広場

下記の施設については、次の予定でオープンします。

○多目的芝生広場 ５月上旬

○パークゴルフ場 ５月上旬

※芝生の状況によって変更することがあります。
◆パークゴルフ場の使用料・利用時間◆
使 用 料／１人１日

310円

・中学生以下～無料
回 数 券／６枚つづり

・障がいのある方～免除

1,550円

貸しクラブセット／１人１日

100円

利用時間／５月～８月

午前６時～午後７時（クラブハウスは午前６時～午後６時）

９月～１０月

午前６時～午後６時（クラブハウスは午前６時～午後５時）

くわしい問い合わせは、道立ゆめの森公園管理事務所（☎ 72 － 0471）へ。
ゆめの森公園日記 http://yumemori.jugem.jp/
フェイスブックページ http://www.facebook.com/yumenomori/
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生涯学習情報

だより

ゴールデンウィークから屋外施設がオープンしました。
雨の日でも、人工芝のアリーナで遊ぶことが出来ます。
今年も、ゆめの森公園で、思い切り遊んでください。
※最新情報は下記、ゆめの森公園日記、フェイスブックを、
ご覧ください。

学校の情報

１

今、なぜ小中一貫教育なのか

３

小中一貫教育によって期待できる効果

 現在、小中一貫教育の取り組みが全国的に増加

□９年間を見通した学習規律・生活規律の設定等

してきています。児童が小学校から中学校へ進学

により、規範意識の高まり、中１ギャップの緩

し、新しい環境での学習や生活に移行する段階

和、生活リズムの改善、自己肯定感やコミュニ

で不登校や問題行動が増加する、いわゆる中１

ケーション能力の向上などにつながります。

ギャップが指摘されています。また、国も法律を

□教科等の系統性・連続性を踏まえた学習指導に

改正し、
「小学校の目標」
「中学校の目標」と別々

より、学習意欲の向上、学習習慣の定着、学力

に示していたものを「義務教育目標」という形で

の向上、学習に悩みを抱える児童生徒の減少な

一つに示すなど、義務教育９年間を一体的に捉え

どにつながります。

た教育の重要性をうたっています。

□教職員の小中一貫教育への理解や取り組みによ

 小学校と中学校の教職員が連携・協力して『義

り、授業改善、教科や生徒指導力の向上、小・

務教育の９年間で子どもたちを育てる』という意

中学校が協力して指導にあたる意識の高まりな

識をもって指導を行っていくことで子どもたちの

どにつながります。

よりよい成長に結びついていくと考えています。

２

小中一貫教育の導入に伴い、平成 30 年度から各

中標津町の目指す小中一貫教育

学校で「学校運営協議会」を設置し、コミュニティ

 中学校区の小・中学校が「目指す子ども像」
（教

スクールを進めています。学校・家庭・地域が一体

育目標）や「重点目標」を設定し、その実現を図

となって子どもたちを育てていくために、ご理解と

るため、９年間を見通したカリキュラムを編成し

ご協力をよろしくお願いいたします。

て、それに基づき行う系統的な教育を進めます。



（中標津町教育委員会指導室長

スポーツ情報

【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
スポーツ体験クラブ（通年）

小学１年生から中学生対象

柴田

達也）

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

会員募集

５月の活動／北根室ランチウェイを歩こう！ ５月26日㈰
養老牛温泉→佐伯牧場（牧舎）
会 費／年 1,200円（スポーツ安全保険加入） ※年度途中からの加入も可能
申込方法／つぎの施設で申込用紙を配布していますので、各窓口に提出ください。
〔総合体育館、しるべっと、運動公園管理棟、ゆめの森公園管理事務所〕

◇スポーツ広場
◎ミニテニスを楽しむ会

◎くたくたミニテニスクラブ
と

き／５月８日・15日・22日・29日・６月５日
水曜日 午後１時30分～３時
ところ／総合体育館

一般対象

と

き／５月８日・15日・22日･29日・６月５日
水曜日 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

「スポーツ体験広場ミニテニス」「ふまねっ

一般対象

とで脳も体も元気に！」は通常どおり開催しま

と き／５月10日・17日・24日・31日・６月５日
金曜日 午後１時30分～３時
ところ／総合体育館
問合先

一般対象

す。情報はホームページ(http://npo-nsa.jp/)
でもご確認いただけます。

〒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

体育施設ホームページ

財団主催教室

参加者募集中!!

ちびっこスポーツスクール前半・後半
水遊び

運動遊び

９月４日、11日、18日

前半／午後３時～４時
後半／午後４時～５時

※すべて水曜日

スピードスケート

前半／午後２時～３時15分
後半／午後２時45分～４時

１月７日㈫、８日㈬、９日㈭

長靴アイスホッケー

午後３時～４時

前半／１月15日㈬・16日㈭
後半／１月22日㈬・23日㈭

対

象

定

年長幼児（令和２年４月小学校入学予定者）

受講料

6,000円

員

各30名

５月26日㈰

申込締切日

○前半・後半クラスを選択して申し込みください。
○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。
〇申込時に受付番号を配布します。５月 28 日㈫午後１時から、総合体育館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。

健康ウォーキング教室 「効果的な歩きを学ぼう」 【１部】
と

き

６月12日、19日、26日

※すべて水曜日

（全３回）

午後１時30分～３時

と こ ろ

総合体育館・屋外

対象・定員

一般成人から高齢者（軽運動が可能な方）
20名 ※先着順

受 講 料

300円（全３回分）

申込期間

５月８日㈬～６月２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。
○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。

弓道教室

第43回 中標津バドミントン大会
と
対

き／６月９日㈰
ところ 総合体育館
象／管内４町に居住する中学生以上のバドミン
トン愛好者
種 目／ダブルス（１部・２部・３部）
詳細は開催要項でご確認ください。
参加料／一
般：1,000円（１名）
高校生以下：  500円（１名）
申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、参加料を添
えて総合体育館窓口へ申し込みください。
※申込用紙は総合体育館窓口で配布してい
ます。
締切日／５月24日㈮
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津バドミントン大会実行委員会

期

受講者募集

間／６月６日㈭～７月21日㈰
木曜日、日曜日 全14回
午後７時～９時
ところ／武道館 弓道場
対 象／中学生以上の男女
参加料／一般 2,000 円／中・高校生 1,000 円
※高校生以上の武道館使用料は自己負担です。
※スポーツ保険等への加入にご配慮願います。
申込方法／武 道館および総合体育館で配布の申込用紙
に記入し、各窓口へ申し込みください。
締切日／５月26日㈰
問合先／根室地区中標津地方弓道連盟
小寺順一（こでら／☎73－2482）
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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。

程

全13回

前半／午後３時～４時
後半／午後４時～５時

６月12日、19日、26日
７月３日、10日 ※すべて水曜日

日

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

こどもの
読書週間

図書館ホームページ

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

「ドは読書のド♪」

５月の展示

★ 「ぬいぐるみおとまり会」のおはなし会

一般展示 『さよなら平成』

読み聞かせと手遊び、パネルシアターのおはなし
会です♪

★新元号「令和」になりました。この機会に平成を
振り返ってみませんか？

と
図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

き／５月 11 日㈯
午後２時～２時 30 分
ところ／しるべっと 町民ホール

児童展示 『ありがとう♡かぞく』
★母の日や父の日に読みたい本を展示・貸し出しし
ます！

※どなたでも参加できます（申込不要）

図書館のご案内・利用について
開館時間／午前10時～午後７時

貸し出しの上限と期間
・本は１人10冊、２週間
・ＣＤ・ビデオなどは１人１点、１週間（中学生以上）

休 館 日／第１・３月曜日（祝日の場合は翌日）

●本を借りる時は「利用カード」が必要です
名前・住所の分かるものをお持ちのうえ、カウンターで申し込みください。
利用カードをお持ちの方で、住所・電話番号などに変更があった場合はお知らせください。
●マナーを守って利用しましょう
音の出るものは使用できません。携帯電話はマナーモードに設定し、通話は館外でお願いします。
図書館は子どもから大人まで利用する施設です。思いやりの心を忘れずに。
●イベント情報、新着図書案内など情報発信しています
ホームページやfacebookなどで、さまざまな情報をご覧いただけます。
●本をお探しの時は、お気軽に声をお掛けください
お探しの本が見つからない時は、職員に声をお掛けください。中標津町図書館にない本も貸し出し
できます。くわしくはカウンターまで。
●読書記録帳をご利用いただけます
図書館で借りている本の記録を、専用の通帳に残すことができます。
通帳は、高校生以下無料、18歳以上の一般の方は有料実費負担（200円）となります。
くわしくは図書館にて配布のパンフレットまたはホームページにて、ご確認ください。
http://www.zncs.or.jp/library/

郷土学習情報

なかしべつバードウォッチング
～かわいい夏鳥の出会いを楽しみましょう !! ～
中標津へ渡ってきた夏鳥たちが勢揃いする時期に、野鳥にく
わしいリーダーが、バードウォッチングの楽しさや野鳥の見つ
け方、見分け方のコツなどをわかりやすくご紹介します。
と

き／６月１日㈯ 【雨天の場合、翌日２日㈰に順延】
午前６時 20 分受付、午前６時 30 分開始

※定員になり次第締め切り

集合場所／丸山公園駐車場（観察場所は丸山公園・森林公園）
対

象／小学校４年生以上（小学生以下保護者同伴）

定

員／ 30 名

参加料／ 100 円 ( 保険料 )
主
共

申込期間／５月７日㈫～ 20 日㈪
申込・問合先／生涯学習課学芸係
（☎ 73 － 3111

内線 268）

持ち物／双眼鏡（お持ちでない方はお貸しします）、
※当日お支払いください。

筆記用具、散策に適した服装、飲み物

催／日本野鳥の会根室支部、中標津町郷土館友の会（中標津の自然を知ろう会）
催／中標津町郷土館
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文化会館ホームページ

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

ＮＨＫ－ＦＭ「ベストオブクラシック」公開収録

観覧者
募集

この番組は、第一線で活躍する演奏家のコンサートをたっぷりと楽しんでいただくクラシック音楽
番組です。観覧をご希望の方は、次の要領でお申し込みください。
と き／６月16日㈰ 午後１時30分開場
ところ／しるべっとホール
出 演／金子三勇士（ピアニスト）

午後２時開演

午後４時終演予定

演奏曲目／ショパン作曲 ノクターン、リスト作曲／ラ・カンパネラ ほか
申込方法／入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。「ＷＥＢ」または
「郵便はがき」でお申し込みください。
◆「ＷＥＢ」で応募の場合 NHKホームページの専用申し込みフォームからお申し込みください。
（ＰＣ・スマホ）https://www.nhk.or.jp/kushiro/ （締切）５月27日㈪午後11時59分

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

※お申し込みの詳細は、ＮＨＫホームページをご確認ください。

＜返信用表面＞ ①郵便番号 ②住所 ③名前
（あて先）〒085－8660 ※住所不要 ＮＨＫ釧路放送局「ベストオブクラシック」係
（締 切）５月27日㈪必着
※摩擦熱等で文字が消えるボールペンのご使用はお控えください。
また、紙やシール等の貼りつけ、修正液のご使用もご遠慮ください。
※応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、落選の方に
は落選通知を、６月４日㈫ごろに発送する予定です。
◆注意事項（共通）
※小学校就学前のお子さまのご入場はご遠慮ください。
※インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りします。なお、転売を目的とした申し込み
であると判明した場合は、抽選対象外とさせていただきます。また、売買が確認された場合は入
場をお断りします。
※都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他の公演への振替はご
ざいませんので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
放送予定／○「ベストオブクラシック」 ７月予定 午後７時30分～９時10分 ＜NHK－FM／全国放送＞
○「クラシック倶楽部」

８月予定

午前５時～５時55分

＜ＢＳプレミアム＞

ご案内／ＮＨＫ釧路放送局（☎0154－41－9192）※平日 午前10時～午後６時
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、ＮＨＫ釧路放送局
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させ
ていただくことがあります。

郵便往復はがき記入方法

0 8 5 86 6 0

〈往信〉

〈返信〉
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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。

◆「郵便はがき」で応募の場合 郵便往復はがきに次の事項を明記のうえ、お申し込みください。
＜往信用裏面＞ ①郵便番号 ②住所 ③名前 ④電話番号

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/

NEW AGE アマチュアバンド
フェスティバル 出演者募集!!!!
と

◎会場は、しるべっと町民ホール

午前11時開場

第241回 ロビーコンサート

ところ／しるべっと

「 食う寝るサックス吹きの春 」
と

き／５月18日㈯

正午開演

コミュニティホール

参加料／１バンド2,500円
申込期限／５月31日㈮

午後１時開演

申込先／しるべっと（☎73－1131）

出 演／Qoo Neru Saxphone Ensemble（サックス）

※１バンドの持ち時間は出入りを含め

プログラム／「My Favourite Things」「花は咲く」ほか
主

迎
ソロ）大歓
弾き語り（

き／６月23日㈰

30分以内です。
主 催／NEW AGEアマチュアバンドフェスティバル実行委員会

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

（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。

○フォークダンス
第28回ステップインなかしべつ

◎中標津ミュージックフェス

入場
無料

と

と

き／５月26日㈰
午前９時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／ステップインなかしべつ実行委員会

午前10時開場

午前11時開演

午後４時30分終演予定
ところ／しるべっとホール
出

演／Ｍ ＡＸ（ダンスグループ）、虹色侍
（即興作曲アーティスト）、小岩ケン

◎中標津町吹奏楽団定期演奏会 2019
桜宴～ouen～

（ものまねタレント）ほか
入場料／一般5,000円、中高生2,500円、

と き／５月26日㈰ 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／高校生以上500円、小中学生300円
※未就学児入場無料
※当日各200円増し
主 催／中標津町吹奏楽団

小学生1,000円
※幼児は膝上無料、当日各500円増し
主

催／中標津エンタメ誘致実行委員会

○なかしべつ恭子バレエスタジオ
会員随時募集中（体験レッスン大歓迎！）

◯歯の健康フェア～図画・ポスター展

例

と

き／６月４日㈫ 午後１時～
12日㈬ 午後４時
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町、中標津町教育委員会、
釧路歯科医師会

しげちゃん一座

き／６月２日㈰

会／
火曜日
【小学生】午後４時～５時30分
【中学生～大人】午後５時30分～７時
土曜日
【３才～１年生】午前10時30分～11時30分

絵本ライブショー

公演
と き／５月12日㈰ 午後１時30分開演 間近!
ところ／しるべっとホール
出演者／室井滋、長谷川義史ほか
◎く わしくは財団ホームページ、またはしる
べっとへお問い合わせください。

【小学生】午前11時30分～
【中学生～大人】午後１時～
会

場／スポーツピア２階

問合先／事務局：矢野（☎090－6991－5370）
大川（☎090－1528－4273）
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と

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

き／月曜から金曜、午前11時～午後４時30分（要予約）令和２年３月31日まで実施中（休館日を除く）

ところ／総合体育館

トレーニング室

※混雑時変更になる場合があります。

内容・対象／下の２コースから選択してください。トレーニング室を利用している方が対象です。

①パーソナルトレーニング

＜全２回：１回30分＞ 料金／500円（２回分・保険料含む）

身体組成・姿勢評価・動作評価・個別プログラム内容指導など。
自分に合った運動プログラムを知りたい方、運動でシェイプアップしたい方。

②パーソナルストレッチ

＜全１回：１回20分＞ 料金／500円（保険料含む）

ストレッチで体をすっきりさせたい方、カラダの硬さにお悩みの方。

※トレーニング室利用料が別途かかります。※くわしくは総合体育館（☎72－2316）へ問い合わせください。
申込方法／総合体育館トレーニング室で実施日を決定し、申込用紙に参加料を添えて窓口へ提出ください。

19

33 0
11

と き

会

雨天決行

場

参加資格

●小学生以上の健康な方で、申し込みの種目を支障なく完走できる ～スマイルRUNしませんか～
人なら、どなたでも参加できます。
図書館では、マラソンコーナーを
●年齢起算は７月14日現在の満年齢とします。
設けています。
オススメの本を紹介していますので、
●高校生以下の参加者は、種目を問わず保護者の承諾が必要です。
大会に向けて読んでみませんか？
●小学生以下の参加者は、種目を問わず保護者の引率が必要です。

申込期限

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
ホームページアドレス
必要です。
http://www.zncs.or.jp/330
●申込書は体育施設・しるべっとにて配布しています。
Facebookページ
または大会事務局へご請求ください。
http://www.facebook.com/330marathon
●くわしくは大会ホームページでご確認ください。

問合先

実行委員会事務局〔総合体育館〕（☎72－2316）

編集後記

▼ こ れ ま で 本 紙「 え が お、
か が や け！」の コ ー ナ ー で

は、町 内 の 学 校（ 幼 稚 園 か

ら高校まで）に順番で原稿

執筆をお願いし、それぞれ

の特徴的な取り組みなどを

紹介してきました。

今年度は、各学校の活動
紹介を一旦お休みして、町

内の学校で新たに導入され

た
（あるいは今後導入する）

制度や体制について、不定

期で紹介します。今月号は

（和田）

「小中一貫教育」です。



各生涯学習施設休館日のお知らせ
５月７日～６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、５月７日㈫・20 日㈪、６月３
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、５月７日㈫～９日㈭・13 日㈪・
20 日㈪・27 日㈪、６月３日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日です。
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スポーツ情報

アスレティックトレーナーによる個別指導

