家族で歩こう

大人なら一人でもok！

「北根室ランチウェイ」

参加者募集

新たな発見と、防風林や広大な大自然を全身で感じよう！

と

き／７月28日㈰

【荒天中止】

ところ／北根室ランチウェイ(第３ステージ)
養老牛温泉→佐伯農場

8.9km

集合場所／佐伯農場（字俣落2000番地２）
集合時間／午前８時30分
※バスでスタート地点に移動します
対

象／中標津町民（家族または個人）
※原 則小学３年生以上。小中学生のみの
参加は不可。それ以下のお子さんにつ
いては、家族でフォローできれば参加
可能です。
※年 齢の条件はありません。ゴールまで
の距離を歩ける人。

定

員／30名

参加料／大人：1,500円､小中学生：500円
※バス代、保険料として。
※参 加料は前納のため、当日欠席および
中止の場合でも返金できません。
服

装／歩きやすい服装、運動靴、帽子等

持ち物／飲みもの、おやつ、虫除けスプレー、雨具、常備薬等
申込方法／７月８日㈪から受付開始です。
教育委員会へ参加料を添えて申し込みください。定員に
なり次第締め切ります。
問合先／社会教育係（☎73－3111

内線280、281）

主

催／中標津町教育委員会、一般社団法人なかしべつ観光協会

協

賛／大地みらい信用金庫中標津支店

協

力／八労会

1

☎72－1717

楽しい木工芸教室

相談時間／月～金（祝日・年末年始除く）午前９時～午後４時

～夏休み編～

自分の手で「木のパズル」や「かべかけ」を作ってみよう！

～参加者募集中～

木工芸サークル会員がサポートしますので、初めての人でも心配いりません。
コース

と

き

内

Ａ

７月29日㈪

午後１時

Ｂ

７月30日㈫

～３時30分

ところ／緑のふるさと研修舎

容

対

定員

町内の小・中学生
(小学生３年生以下保護者同伴)

パズルほか

木工室（森林公園内）

象

指

生涯学習情報

教育相談センター

５人
５人

導／木工芸サークル

参加費／1,000円（保険料含む）
持ち物／マスク、スカーフ、帽子、軍手ほか、汚れてもいい服装でお越しください。なお、作りたいも
のがありましたら、当日図面（図案）をお持ちください。１人１作品とします。
申込期間／７月９日㈫まで

※定員になり次第締め切ります。

申込先／社会教育係（☎73－3111
主

催／木工芸サークル

共

内線280）
催／中標津町教育委員会

が者顔で走り回っていた小学生たちが、赤ちゃ
んに気遣う場面も見られます。児童館に来る
と、まず「今日は赤ちゃん来てる？」と指導員

新たに歩み始めた
『計根別こども館えみふる』

に確認し、いる事がわかると廊下を静かに歩い
たり、大声を出さないなど、みんなが「お兄さ
ん・お姉さん」になります。でも、赤ちゃんが

計根別地域子育て拠点施設「えみふる」も、
平成 31 年４月のオープンから３ヶ月が経過し

いない日は、いつものやんちゃに大変身！子ど

ました。

もたちが自分たちでルールを考え、しっかりと
運用している姿に大人が学ぶところもいっぱい

「えみふる」は、他の児童館と異なる特徴と

あると、感心させられます。

して、３歳未満児の一時預かり保育所も一体と
なっている施設ですが、これまで未満児の保育

地域全体で子育てに気使う優しい地域づくり

所がなかった地域にあって、毎日、ねんね・は

を、異年齢交流の場がある「えみふる」から発信

いはい・よちよちの赤ちゃんたちに利用いただ

できればと考えています。

（子育て支援室）

き、酪農業等で忙しい保護者の一助となってい
ます。
最初は、母親と離れるとき大泣きしていた
赤ちゃんたちも今ではすっかりなれ、自分の
好きな遊びを発見し、それぞれに楽しんでい
ます。お天気の時には、４人乗りの『アンパン
マン』ベビーカーに乗ってお散歩。その微笑ま
しい姿を地域の方が撮影したり、声をかけて
くれたりと、計根別地域の中でもアンパンマ
ン号は名物となっているようで、地域交流も
※旧 計根別児童館は、本年９月までに取り壊

芽生えています。

す事が決まりましたので、お知らせいたし

新児童館にうつり、小学生たちもこれまでと

ます。

は違った様子をみせています。日中はホールで
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家庭教育・子育て支援情報

赤ちゃんたちが遊ぶこともあり、これまでは我

学校の情報

１

目

的

２

コミュニティ・スクールの魅力

３

中標津町のより良い生涯学習社会実現のため、町
立学校での教育を学校単位で完結させることなく、
保護者・家庭・地域の教育力を結集した総意の教育
とする。

≪子どもにとって≫
○子どもたちの学びや体験活動が充実します。
○自己肯定感や他人を思いやる心が育ちます。
○地域の担い手としての自覚が高まります。
≪保護者にとって≫
○学校や地域に対する理解が深まります。
○地域の中で子どもたちが育てられているという
安心感があります。
○保 護者同士や地域との人間関係が構築できま
す。
≪地域にとって≫
○経験を生かすことで生きがいや自己有用感につ
ながります。
○学校を中心とした地域ネットワークが形成され
ます。
○地域の防犯・防災体制の構築ができます。

第57回
テーマ
と
内

平成30年度の主な取組

≪学校運営協議会≫

≪環境整備作業≫

≪登下校見守り活動≫

≪遊びの教室≫

この他に、水泳や家庭科等の学習活動への協力、
学校図書館の整理、職業講話への協力、学校行事へ
の参加と協力など、学校運営協議会の委員の皆様を
中心に各学校で様々な取組を行っています。
今後、中標津町では、学校を核とした地域づくり
を目指して「地域学校協働本部」を立ち上げ、さら
に連携・協働を推進していくよう、準備を進めてい
きます。

農高祭

Youth is only once
～青春は一度きり～

き／７月６日㈯・７日㈰
容／６日【クラスパフォーマンス】
午前10時～ 計根別農協駐車場
（雨天の場合は本校体育館へ変更）
７日【一般公開】
午前10時～ 中標津農業高等学校
（農高製品販売＝売り切れ次第終了）

・小学校
中標津東・俵橋・丸山
…………………………… ７月11日㈭～12日㈮
・中学校
中標津…………………… ７月16日㈫～19日㈮

学校公開日のご案内
学校名
計 根 別 学 園
☎78－2052

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

７月12日㈮
午後１時25分～２時50分

容

授業参観日
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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

体育施設ホームページ

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

シニア世代対象 いきいきシリーズのスポーツ教室紹介！

財団主催教室

いきいき体操教室

安心安全に筋力や柔軟性を高める体操で気軽に簡単にできる内容です
と

８月21日～９月18日 毎週水曜日 <全５回>
午前10時30分～11時30分

き
総合体育館

対象・定員

受 講 料

500円

申込期間

シニア世代（軽運動が可能な方）

20名

７月17日㈬～８月12日（月・振休）

いきいき筋力トレーニング教室

マシンを使って筋力トレーニングを行います
と

１部：10月16日～30日 ２部：12月４日～18日
毎週水曜日 <全３回> 午前11時～12時

き

と こ ろ

総合体育館

対象・定員

受 講 料

600円

申込期間

シニア世代（軽運動が可能な方）

各部８名

１部： ９ 月 ９ 日㈪～10月 ９ 日㈬
２部：10月23日㈬～11月22日㈮

申し込みについて

問合先 総合体育館
（☎72－2316）

○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。

○定員になり次第締め切りとしますので、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います。

第41回 元気いっぱいに走り抜けよう!!

なかしべつ陸上カーニバル
と

き／９月１日㈰
開会式

少雨決行・荒天中止
午前８時30分（予定）

ところ／中標津中学校グラウンド
対 象／年 中幼児～一般男女（町内に在住及び通
勤、通学されている方）
参加料／１人200円（傷害保険料を含みます）
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。

競技種目（予定）
50m

（幼児年中以上）

80m

（小学１～２年生）

100m

（小学３年生以上）

800m

（小学３年生以上女子）

1500m

（小学３年生以上男子）

４× 50mR

（幼児年中～小学２年生）

４×100mR

（小学３年生以上）

混合400mR

（小学１年生以上）

走幅跳

（小学３年生以上）

申込期間／７月８日㈪～８月９日㈮
問合先／総合体育館（☎72－2316）

◎詳細は、総合体育館窓口で配布している
開催要項で、ご確認ください。
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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

わくわく☆チャレンジ教室

なかしべつカルチャーナイト 2019

納涼おはなし会

図書館百物語

「キラキラドーム
すいぞくかんを
つくろう！」

かすか

～幽の巻～

こわ～い話を聞いたあとは、きもだめし！大人
向けの朗読も行います。

水のいきものが入ったス

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★納涼おはなし会（参加自由）

ノードームをつくろう！

と き／７月26日㈮ 午後7時～ ※１時間程度
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
なかしべつカルチャーナイト2019
協 力／朗読アナウンスサークル えくすぷりーど

と

②７月28日㈰

午前11時～11時40分
視聴覚室

象／町内在住の３歳～小学２年生

定

員／各回10名

会議室

対

※定員を越えた場合は抽選となります
申込期間／７月６日㈯～21日㈰

夏休み子ども映画会「グリンチ」
上映時間92分

ところ／①交流センター（計根別）午前10時上映
②しるべっとホール

午前11時～11時40分

②交流センター（計根別）

対 象／町内在住の３歳～小学６年生
定 員／先着50名
申込締切／７月21日㈰

き／８月８日㈭

き／①７月27日㈯

ところ／①しるべっと２階

★きもだめし申し込み

と

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

午後 ２ 時上映

夏休みは
感動の映画を
観るチャンス!

※開場は上映時間の
各30分前です。

★特別展示「みどり！ミドリ！みどり！」
図書館では８月８日㈭まで
交流センターでは８月21日㈬まで開催中です。
“Dr. Seuss' How The Grinch Stole Christmas” (C) 2000 LUNI Productions Gmbh& Co KG. All Rights Reserved. “Dr. Seuss'
How The Grinch Stole Christmas”“The Grinch” and Dr. Seuss characters TM and (C) Dr. SeussEnterprides.L.P.

いずれも参加無料

問合・申込先／中標津町図書館（☎73－1121）

郷土学習情報

郷土館友の会（中標津の自然を知ろう会）、町の“昭和文化遺産”をめぐる
友の会活動として、ふだんは見ることのできない旧北海道農事試験場根
室支場種苗倉庫＆農具庫の内部を、所有者・管理者である酪農試験場さん
の特別な許可をいただき、見学させていただきました。
建物は昭和３年に設置されてから 90 年以上の月日が経ち、老朽化は目立
ちますが、国費で建設されたこともあるためでしょうか、立派な柱材が使用
されていました。種苗倉庫内部には、古い記録資料や気象観測に使用された
道具などが保管され、往時を物語る資料に触れることができ、友の会のみな
さんと一緒に感動を味わわせていただきました。
☞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

文化会館ホームページ

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

チケット
販売中!

なかしべつ映画上映会

第71回カンヌ国際映画祭最高賞受賞。“家族を超えた絆”を描く衝撃の感動作を、しるべっとホー
ルの大きなスクリーンでご鑑賞ください！

と

出演

リリー・フランキー、安藤サクラ、松岡茉優、池松壮亮、城桧吏、樹木希林

ほか

き／８月25日（日）〈同日２回上映〉
①午後１時30分上映開始

午後３時31分終了

②午後５時30分上映開始

午後７時31分終了

※①②とも開場は上映の30分前。
ところ／しるべっとホール
入場料／700円（全席自由、税込み、当日300円増し）

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

※12歳未満の鑑賞には、保護者の助言・指導が必要です。
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

加羽沢美濃＆奥村愛＆山田姉妹 コンサート
～ピアノとヴァイオリン、ソプラノデュオの共演～
と

き／９月１日㈰

午後１時30分開場

チケット
販売中!

午後２時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／一般3,500円

高校生1,500円

中学生以下500円

※全席指定、税込み、当日500円増し。
※４歳以上有料。３歳以下入場不可。
プレイガイド／しるべっと、道新プレイガイド（https://doshin-playguide.jp/）
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、道新文化事業社

おやこ鑑賞会「０歳からの小さなオーケストラ」
～ダンス deワンダーランド～
と

き／９月29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
出

演／黒岩真美（クラリネット）、能登谷安紀子（ヴァイオリン）、瀧村正樹（パーカッション）、
鈴木明倫（ダンサー）、八條美奈子（フルート）、
山田沙紀（マリンバ）、中島杏子(チェロ)

入場料／大人1,000円

子ども500円（４歳以上、中学生以下）

※全席自由、税込み、当日300円増し。３歳以下入場無料。
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
主

チケット
販売中!

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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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。

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、

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

サイレントコメディ―

交流センターホームページ

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

GABEZ（ガベジ）

見応えたっぷりなセリフを使わないダンスやアクロバットは必見です!!
ＧＡＢＥＺ
過去に中標津でも公演を行ったサイレントコメディーデュオ「が～まるちょ
ば」の弟分として、それぞれ10年以上のダンス経験をもとに、2007年からコン
ビでの実質的な活動を始めたMASAとhitoshi。
舞台公演、ストリートショーともに、言葉を使わずパントマイムをベースに、
小さな子どもからお年寄りまで、また国籍をも問わず誰にでも分かりやすく楽し
めるパフォーマンスで、世界各地で人気急上昇中の２人組。

と

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／７月28日㈰

販売開始午前９時～

・しるべっと
・道新プレイガイド（https://doshin-playguide.jp/）
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、道新文化事業社

しるべっと学園

受講生募集

７月はしるべっとの各種講座が目白押しです♪すべて定員に達し次第、締め切りとなります。
申込・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

「ゆかた着付け教室」
と

き／①７月12日㈮

午後７時～９時

②７月18日㈭

午後７時～９時

ところ／しるべっと
講

①和室

「多肉植物寄せ植え教室」
と

き／７月29日㈪
①午後１時30分～３時

②第１研修室

②午後７時～８時30分
ところ／しるべっと

師／小林セイ子氏、髙松博子氏
（北専和裁きもの着付専門教室）

講

美術室

師／篠田卓氏（ハートフラワーチャーリー）

受講料／200円（全２回）

受講料／2,000円（材料費込み）

対

対

象／女性限定（20名）

象／高校生以上（各回10名）

※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。

○山野草・小品盆栽展
と

き／７月５日㈮

午前９時～午後５時

７月６日㈯

午前９時～午後４時

ところ／しるべっと
主

催／北井

亨

◎JAZZ＆WINE2019 カムイチェップ
ジャズオーケストラレギュラーライブ
と

き／７月15日（月・祝）
午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／1,000円 ※当日200円増し
主 催／音楽倶楽部

展示室
入場無料
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第32回根室管内
「民謡のつどい」
◎会場は、しるべっと

根室管内１市４町の民謡愛好家が一堂に会
し、日ごろの練習の成果を発表します。

町民ホール

第243回 ロビーコンサート

「 ありがとう平成 リコーダーコンサート 」
と

き／７月27日㈯

出

演／標津高校吹奏楽部

午後１時開演

プログラム／「プラネタリウム」
主

と

き／７月21日㈰
正午開場 午後０時30分開演

ところ／根室市総合文化会館

ほか

主

催／北海道文化団体協議会、
根室管内文化協会連絡協議会
根室市文化協会

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

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

◎くたくたミニテニスクラブ

◇スポーツ広場
と

き／毎週水曜日

と

き／毎週金曜日

と

一般対象

一般対象

午後１時30分～３時
一般対象

と

き／７月８日㈪・22日㈪
午後２時～３時
ところ／総合体育館

一般対象

午後１時30分～３時

スポーツ体験クラブ

き／毎週水曜日

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

午前９時～10時30分

◎ミニテニスをやってみる会

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

会員募集中!

小学１年生から中学生対象

年間を通じて、さまざまな体験プログラムを用意しています。
７月の活動／北方領土青少年洋上セミナー
会

７月７日㈰

羅臼町

費／年 1,200円（スポーツ安全保険加入）

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」等の活動内容はホームページ（http://npo-nsa.jp/）でも確認できます。
問合先

〒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 木 下 弘 之
TEL 72－8003 FAX 72－8009

編集後記

▼ 国の登録有形文化財であ
り、根釧地域の産業を支え
た旧北海道農事試験場根室
支場関連の建物は築 年以
上が経過し、老朽化が一段
と進んできました。このま
ま で は 町 か ら〝 文 化 遺 産 〟
がなくなることが懸念され
ます。専門家がいくら価値
あるものだと言っても遺せ
るものではありません。地
域住民が後世に残さなくて
はならないものとの、強い
意思がなくては遺すことは
できません。より一層文化
財の魅力発信に努めなくて
はと感じます。  （村田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
７月６日～８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、７月 16 日㈫、８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、７月８日㈪・16 日㈫・17 日㈬・
22 日㈪・29 日㈪・31 日㈬、８月５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

【総合型地域スポーツクラブ】

◎ミニテニスを楽しむ会

大ホール

生涯学習・文化芸術情報

令和元年度根室管内道民芸術祭

