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空とみどりの交流拠点

このたびは、中標津町に対し多大なるご寄附をいただき誠にあり
がとうございます。今年も中標津町の近況を皆様にお知らせするべ
く、「なかしべつ通信」を発⾏いたします。今後も住みやすさ
のまちづくりに取り組んでいきますので、変わらぬご指導・ご支援
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■航空券の返礼品が新登場です。
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事業名

「計根別こども館えみふる」の整備

協働の景観まちづくり事業

農業高校の実習室に冷房設備を設置

埋蔵文化財分布確認調査

なかなか健康なかしべつ

健康づくりなど

知床・地方版図柄入りナンバープレート導入

災害情報共有システム導入

原動機付自転車オリジナルナンバープレート

導入

中標津町総合パンフレット増刷
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和
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年会議所関係者ら）、中標津町商⼯会は令和元年
協定を結びました。中標津町側の
進、
るほか、
無償譲渡することなどが取り決められています。
また、
町⺠セミナー」を開催、
住⺠との共生社会や多⽂化共生について考えました。
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■寄附⾦の主な使い道
計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化
した「計根別こども館えみふる」を整備しました。
農業⾼校の実習室に冷房を設置するなど
させていただきました。
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中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ
Ａチャーター便により
今回の参加者は
た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ
り低い⾼度約
もの定期便とはちがう景⾊に感動していました。

農業⾼校生徒からは、快適に実習できると喜びの声。
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中標津町に日本語学校が開校予定
横浜市の学校法人岩谷学園が、
⽇本語学校を開設する準備を進めています。⽇本語学校は

100 人（初年度
年には専門学校を開校する計画

岩谷学園と中標津町、中標津町岩谷学園誘致の会（中標津⻘
年会議所関係者ら）、中標津町商⼯会は令和元年
協定を結びました。中標津町側の

アルバイト先の確保などで岩谷学園をサポート
開設予定地である

無償譲渡することなどが取り決められています。
14 ⽇には「外国人との共生社会を考える中標津

町⺠セミナー」を開催、多くの町⺠が集ま
住⺠との共生社会や多⽂化共生について考えました。

寄附⾦の使い道⼀覧 

寄附⾦の主な使い道
計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化
した「計根別こども館えみふる」を整備しました。
農業⾼校の実習室に冷房を設置するなど
させていただきました。 

ＦＤＡチャーター便就航
月、中標津空港へのフジドリームエアラインズのチャータ

周年を記念し「遊覧⾶⾏」が⾏われました。
中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ
Ａチャーター便により、全国各地と結ばれています
今回の参加者は 81 名で、約
た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ
り低い⾼度約 3,000m で⾶⾏し、参加された皆さんは、いつ
もの定期便とはちがう景⾊に感動していました。

農業⾼校生徒からは、快適に実習できると喜びの声。

「計根別こども館えみふる」の整備 

協働の景観まちづくり事業 

農業高校の実習室に冷房設備を設置 

 

(総合体育館を活用した

知床・地方版図柄入りナンバープレート導入

災害情報共有システム導入 

原動機付自転車オリジナルナンバープレート

中標津町総合パンフレット増刷 

中標津町に日本語学校が開校予定
横浜市の学校法人岩谷学園が、令和 3
⽇本語学校を開設する準備を進めています。⽇本語学校は

人（初年度 50 人）で、
年には専門学校を開校する計画も検討されています

岩谷学園と中標津町、中標津町岩谷学園誘致の会（中標津⻘
年会議所関係者ら）、中標津町商⼯会は令和元年
協定を結びました。中標津町側の 3 者は、留学生との交流促

アルバイト先の確保などで岩谷学園をサポート
開設予定地である旧若⽵小学校を

無償譲渡することなどが取り決められています。
⽇には「外国人との共生社会を考える中標津

多くの町⺠が集ま
住⺠との共生社会や多⽂化共生について考えました。

寄附⾦の主な使い道 
計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化
した「計根別こども館えみふる」を整備しました。
農業⾼校の実習室に冷房を設置するなど

ＦＤＡチャーター便就航 5
月、中標津空港へのフジドリームエアラインズのチャータ

周年を記念し「遊覧⾶⾏」が⾏われました。
中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ

全国各地と結ばれています
名で、約 50 分間の遊覧⾶⾏を楽しみまし

た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ
で⾶⾏し、参加された皆さんは、いつ

もの定期便とはちがう景⾊に感動していました。

農業⾼校生徒からは、快適に実習できると喜びの声。

 

 

総合体育館を活用した

知床・地方版図柄入りナンバープレート導入 

原動機付自転車オリジナルナンバープレート 

中標津町に日本語学校が開校予定
3 年 4 月に中標津町内に

⽇本語学校を開設する準備を進めています。⽇本語学校は
人）で、1 期生が卒業する

も検討されています
岩谷学園と中標津町、中標津町岩谷学園誘致の会（中標津⻘
年会議所関係者ら）、中標津町商⼯会は令和元年

者は、留学生との交流促
アルバイト先の確保などで岩谷学園をサポート

若⽵小学校を中標津町が
無償譲渡することなどが取り決められています。

⽇には「外国人との共生社会を考える中標津
多くの町⺠が集まり、外国人と地域

住⺠との共生社会や多⽂化共生について考えました。

計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化
した「計根別こども館えみふる」を整備しました。
農業⾼校の実習室に冷房を設置するなど 8 事業に寄附を活用

5 周年記念
月、中標津空港へのフジドリームエアラインズのチャータ

周年を記念し「遊覧⾶⾏」が⾏われました。
中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ

全国各地と結ばれています
分間の遊覧⾶⾏を楽しみまし

た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ
で⾶⾏し、参加された皆さんは、いつ

もの定期便とはちがう景⾊に感動していました。

農業⾼校生徒からは、快適に実習できると喜びの声。 

活用額 

828 

506 

41 

49 

総合体育館を活用した 46 

66 

71 

65 

65 

中標津町に日本語学校が開校予定 
月に中標津町内に

⽇本語学校を開設する準備を進めています。⽇本語学校は 2
期生が卒業する令

も検討されています。 
岩谷学園と中標津町、中標津町岩谷学園誘致の会（中標津⻘
年会議所関係者ら）、中標津町商⼯会は令和元年 6 月に連携

者は、留学生との交流促
アルバイト先の確保などで岩谷学園をサポートす

中標津町が学園に
無償譲渡することなどが取り決められています。 

⽇には「外国人との共生社会を考える中標津
外国人と地域

住⺠との共生社会や多⽂化共生について考えました。 

（万円）

計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化
した「計根別こども館えみふる」を整備しました。そのほか、

事業に寄附を活用

記念遊覧⾶⾏
月、中標津空港へのフジドリームエアラインズのチャータ

周年を記念し「遊覧⾶⾏」が⾏われました。 
中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ

全国各地と結ばれています。 
分間の遊覧⾶⾏を楽しみまし

た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ
で⾶⾏し、参加された皆さんは、いつ

もの定期便とはちがう景⾊に感動していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に中標津町内に
2

令
 

岩谷学園と中標津町、中標津町岩谷学園誘致の会（中標津⻘
月に連携

者は、留学生との交流促
す

学園に

⽇には「外国人との共生社会を考える中標津
外国人と地域

（万円） 

計根別地域子育て拠点施設として、児童館事業・放課後児童ク
ラブ事業（留守家庭対策事業）・⼀時預かり保育事業を集約化

、
事業に寄附を活用

遊覧⾶⾏ 
月、中標津空港へのフジドリームエアラインズのチャータ

中標津空港の定期便は、現在新千歳と羽田ですが、このＦＤ

分間の遊覧⾶⾏を楽しみまし
た。野付半島や知床半島、摩周湖、屈斜路湖の上空を通常よ

で⾶⾏し、参加された皆さんは、いつ



秋の中標津満喫ツアー

\  FULLY ENJOY  AUTAMN`S NAKASHIBETSU TOUR /

令和元年�10⽉25⽇（⾦）∼�10⽉26⽇（⼟）

�

Experience the dairy and nature

 

らく
のう
！

チーズ！

ジン
ギス
カン
！

10/25
(⾦)

10/26
(⼟)

14:00 中標津空港�集合

�

15:00 チーズづくり体験

�

�

18:00 しれとこジンギスカンそら

�

�

20:30 ゆったり温泉タイム＠マルエー温泉

�

�

22:00 ゲストハウスushiyado宿泊

�

�

�

温泉！
♨

6:30 �⽵下牧場早朝散策

�

�

8:30  開陽台で優雅にモーニング

�

�

9:00  北根室ランチウェイ

�

�

12:00 知床ねむろいいとこどり弁当

�

�

14:00 中標津空港 解散

�

�

�

�
申込

期限 令和元年10⽉11⽇(⾦) 参加費

⼤⼈（中学⽣以上）1名様 ￥32,000
⼩学⽣ 1名様 ￥16,000

未就学児 参加無料

 

募集

定員 10名（最少催⾏⼈員：2名）

■旅⾏代⾦に含まれるもの

 宿泊代、バス代、⾷事代、温泉⼊浴料、ガイド料⾦

■旅⾏代⾦に含まれないもの

 集合場所までの交通費、個⼈的な買い物等

 

企画

問合せ
開陽台ツアーズ
（⼀般社団法⼈なかしべつ観光協会）

中標津の⽜乳を使って、さけるチーズを⼿作り

新鮮チーズのおみやげも⼤量でうれしい！！

北海道と⾔えばジンギスカン！

⾁だけじゃなくて海鮮丼も⾷べられる⼈気店

街中でも温泉が湧き出る町、中標津

町⺠にも⼈気のサウナで温まろう♪

中標津ならではの⽜をテーマにしたお宿
※ドミトリーでの宿泊（相部屋ですが、プライバシーは確

保されます）ですので予めご了承ください

ちょっと早起きして牧場を散策

⽵下オーナーから話を聴こう♪

⾒渡す限りの地平線が雄⼤な開陽台

歩く前にしっかりはらごしらえ！

⽇本で唯⼀の酪農地帯を歩くロングトレイル

酪農をもっと⾝近に体感してほしい！

中標津を離れる前に、豊かな⾷の恵みを満喫

お⾁もお⿂も、この地域ならでは！

ツアーはここで終了だけど、ここから⾃由⾏動

もっと北海道を楽しんで♪



旅⾏条件書

1.募集型企画旅⾏契約

この旅⾏は、開陽台ツアーズ（以下「当社」といいます）が企画・募集する企画旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお

客様は当社と募集型企画旅⾏契約（以下「旅⾏契約」といいます）をすることになります。また、契約の内容条件は募

集広告の各コースごとに記載されている条件のほか、最終旅程表及び当社の旅⾏業約款によります。

2.旅⾏の申し込み

申込書に規定の事項記⼊のうえ、おひとり様につき下記申込⾦を添えてお申込みいただきます。

申込⾦は旅⾏代⾦、取消料の⼀部として取り扱います。

3.旅⾏代⾦のお⽀払い

旅⾏代⾦は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって１０⽇⽬にあたる⽇より前にお⽀払いいただきます。

.4.お客様からの旅⾏契約解除（旅⾏開始前）

旅⾏契約成⽴の後、お客様のご都合で旅⾏契約を解除される場合には、旅⾏代⾦に対してお⼀⼈様につき次に定める取

消料を申し受けます。⼜、複数⼈数のご参加で、⼀部のお客様がお取消の場合ご参加のお客様から運送・宿泊機関等の

ご利⽤⼈数の変更に対する差額代⾦をいただきます。

�

旅⾏企画・実施・販売：（⼀社）なかしべつ観光協会 営業時間 8：30-12:00、13：00-17：15������������地域限定旅⾏業務取扱管理者：佐々⽊亮介  登録番号：北海道知事登録旅⾏業第地域-763号

旅⾏出発⽇の20⽇前以降8⽇前迄��������旅⾏代⾦の20％

旅⾏出発⽇の７⽇前以降2⽇前迄��������旅⾏代⾦の30％

旅⾏出発⽇の前⽇及び当⽇出発前迄��旅⾏代⾦の50％

旅⾏開始後���������������������������������������������������旅⾏代⾦100％

�

個⼈情報の取り扱いについて

ご旅⾏の申し込みの際にご提出いただいた個⼈情報について、お客様とのご連絡や運送・宿泊機関の⼿配のために利⽤さ

せていただく他、必要な範囲で当該機関等に提供させていただきます。

�

その他

・当ツアーでは、主催者負担にて損害保険加⼊をいたしますが、保険対象外の事象に対しては⼀切責任を負いかねます。

・当ツアーは、交通事情、天候不順、天災地変などにより、催⾏内容の変更もしくは中⽌をする場合があります。

・当ツアーには、主催側スタッフが同⾏いたします。

参加申込書

参加者⽒名 ⽣年⽉⽇

性別 年齢

郵便番号 携帯電話

住所

メールアドレス

必ず内容を事前にご確認のうえ、お申し込みください

申込期限（10⽉11⽇）までに、申込書にご記⼊の上、開陽台ツアーズまで郵送・メール・FAXでお申し込みください。

〒086-1054

北海道標津郡中標津町東１４条１−１

開陽台ツアーズ（⼀般社団法⼈ なかしべつ観光協会）

TEL：0153-77-9733 FAX：0153-77-9422

メール：kankou@kaiyoudai.jp

申込⽅法・問合せ先


