第44回 中標津町スピードスケート大会 参加者

と

き／２月７日㈰

対

象／幼児～一般

※暖気・荒天中止

ところ／運動公園スピードスケート場

☆町内在住または勤務先が町内の方。
参加料／400円
種

募集!

☆申込時にお支払いください。

目／【幼児・小学校低学年:100m、200、300m】
【小学生以上:500m、1000m、1500m、3000m】
【リレー競技:2000mR（600m／400m／400m／600m）】

申込締切日／１月17日㈰
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津スケート協会

第14回 なかしべつ長ぐつdeアイスホッケー交流大会
と

き／２月21日㈰ ※暖気・荒天中止

対

ところ／運動公園アイスホッケー場
参加料／１人400円×チーム登録人数
部

門／幼児の部

象／町内の年中児から小学生の男女
※24チームまで（参加多数の場合は抽選）

※参加決定後に参加料の納入となります。

年中児～年長児：選手７人、補欠２人

小学生低学年の部

１～２年生：選手７人、補欠２人

小学生中学年の部

３～４年生：選手５人、補欠２人

小学生高学年の部

５～６年生：選手５人、補欠２人

※部門区分で編成されていない場合は参加できません。
そのほか、くわしくは開催要項（総合体育館・運動公園で配布）で確認ください。
持ち物／長靴(スパイク無し)・防寒着・帽子(頭上に装飾無し)・手袋
申込期間／１月８日㈮～19日㈫

※参加チームの決定は１月26日㈫13時

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

共

催／ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー・中標津アイスホッケー協会
上記大会の
申し込みは
こちらまで

申込先／運動公園管理棟窓口（☎72－8003）９時～21時
※悪天候による施設閉場の場合は受け付けできません。
問合先／総合体育館（☎72－2316）

◎新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、本紙掲載事業が中止または延期になる場合があります。

お子さまの入学準備金を支給します
中標津町では、令和３年４月に中標津町立小・中学校（義務教育学校を含む）へ入学予定のお子
さまを持つ保護者に対し、つぎの要件を満たした場合、入学準備金を入学前（３月）に支給します。
援助を希望される方は、１月 15 日発送予定の就学通知書に同封してある申請書に必要事項を記
入のうえ、教育委員会へ提出してください。

学校の情報

経済的にお困りの保護者の皆様へ

認定となる世帯／①世帯合計の収入額等が、要保護（生活保護）
世帯の基準額の 1.3 倍未満となる場合
②特別な理由により教育委員会が認める方
受付期間／１月 15 日㈮～ 29 日㈮
※期 日を過ぎると、認定になる場合でも７月の支給と
なりますので、ご了承ください。
支給時期／３月上旬予定
支給方法／申請書に記入された保護者の口座に直接振り込みます。
今回の申請は、入学準備金の入学前支給のみとなりますので、令和３年度の学用品費等の支
給を受けたい場合は、改めて申請が必要となります。
また、この期間に申請をされない場合でも、２月以降に申請し、認定となった場合は、７月
上旬に支給します。
問合先／学校教育課学務係（☎73－3111

Instagramインスタグラム

笑顔になれる写真募集！

テーマは「食」
「産業」
「景観」そして「笑顔」
こんな時だからこそ笑顔で乗り越えたい。写真にメッセージを
添えてインスタグラムにのせ、どこかの誰かを笑顔にする「フォ
トコンテスト」を開催します。
あなたのとっておきの１枚を、ぜひお寄せください。
撮影エリア／中標津町・別海町・標津町で撮影されたもの
応募締切／１月 31 日㈰ 23 時 59 分
各
賞／大賞１点。テーマ賞（食・産業・景観・笑顔）各１点
※地域の特産品等
入賞発表／３月上旬
E-Photo Clubのホームページ（QRコード）で応募要項を確認ください。
問い合わせがある場合も、同ホームページの「お問い合わせ」からご連絡
ください。
主催／E-Photo Club（イーフォトクラブ）
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生涯学習情報

地域にエールを‼

内線269）

スポーツ情報

第58回 中標津町卓球大会

参加者募集!

と

き／２月７日㈰

ところ／総合体育館

対

象／町内在住および町内のサークル等に所属している、小学生から一般の男女。

開会式／９時～

種目・参加料／シングルス【小学生100円,中学生200円,高校生以上300円】
団体交流戦（３対３）【小学生100円、中学生200円、高校生以上300円】
☆参加料は申込時にお支払いください。
申込締切／１月29日㈮
主

申込・問合先／総合体育館（☎72－2316）

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津町卓球協会

「オリンピアンスケート教室」
と

き／１月16日㈯13時～15時、17日㈰９時～11時（全２回）

講

師／平子 裕基 氏（2002年ソルトレークシティ五輪、2010年バンクーバー五輪出場）

ところ／運動公園スピードスケート場

森野 志保 氏（1994年リレハンメル五輪、1998年長野五輪出場）
対

象／スピードスケート少年団などに所属していない小学生から中学生で、
スピードスケートトラックを自力で１周出来る方

定

員／30人（先着順）

申込締切日／１月８日㈮

参加料／１人200円（保険料込）
※先着順のため、申し込みを締め切っている場合が
あります。

申込先／運動公園（☎72－8003）

問合先／総合体育館（☎72－2316）

主催／（一財）北海道スケート連盟

共催／（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

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／毎週水曜日
き／毎週金曜日
き／毎週水曜日



一般対象

13時30分～15時

き／１月16日㈯

き／１月11日（月・祝）・25日㈪
◎会場はすべて総合体育館です。

◇スポーツ体験クラブ 長靴アイスホッケー広場

一般対象

と

13時30分～15時

き／１月23日・30日・２月６日 土曜日

ところ／運動公園アイスホッケー場

◎ジュニアミニテニスクラブ 幼・小・中学生対象
と

一般対象

14時～15時

９時～10時30分

◎くたくたミニテニスクラブ
と

と

一般対象

◎ミニテニスをやってみる会
と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

参加料／100円 ※スポーツ保険に加入しており

９時30分～11時

ません。

「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
☎72－8003
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木

下

弘

FAX 72－8009

之

財団主催教室

体育施設ホームページ

参加者募集中!!

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

○総合体育館にて直接お申し込みください。
○問合先：総合体育館（☎72－2316）

キッズスポーツ体験教室 ～サッカーを体験してみよう～
と

き

２月27日㈯

11時～12時

と こ ろ

総合体育館

対象・定員

町内在住の年中児～年長児、40人

受 講 料

100円

申込期間

１月26日㈫～２月17日㈬

と

２月３日、10日、17日
13時30分～14時30分 毎週水曜日 （全３回）

き

と こ ろ

総合体育館

対象・定員

一般成人（軽運動が可能な方）
15人※先着順

受 講 料

300円（全３回分）

申込期間

１月12日㈫～28日㈭

サーキットトレーニング教室
と

２月18日、25日、３月４日、11日 10時30分～11時45分
毎週木曜日 （全４回）

き

と こ ろ

総合体育館

対象・定員

受 講 料

1,600円（全４回分）

申込期間

一般成人・12人

※先着順

１月13日㈬～２月８日㈪

スポーツ選手・愛好者のためのコアパワーヨガ オープン教室CPY®
と

１月29日㈮、２月24日㈬、３月17日㈬ 10時30分～11時45分
２月８日㈪、３月８日㈪ 19時～20時15分 ※全５回開催

き

と こ ろ

総合体育館

対象・定員

受 講 料

一般１回1,000円
※複数セット価格有

申込期間

冬季の運動不足解消と、健康維持に！

一般成人・10人

※先着順

１月12日㈫～３月16日㈫
※各回開催前日締切（１回ごと申込可）

令和３年度

330°
アリーナ
「ランニング・ウォーキングコース」
無料開放!

町営体育施設等の利用希望について
令和３年度（４月１日～翌年３月 31 日）の町
営体育施設等利用予定（スポーツ大会・各種イ
ベント）を調査しています。予定のある団体は、
下記の期日までにお知らせください。
※サークル活動・練習会をのぞきます。
※くわしくはお問い合わせください。

対象期間：１月６日㈬～４月29日（木・祝）
対象曜日：１月・３月／毎週月・水・金曜日
２月・４月／毎週火・木曜日
※祝日含む、休館日のぞく
・利用の際は必ず受け付けをしてください。

２月５日㈮21時まで

・期間中でも大会等により、ご利用いただけな

問合先／総合体育館（☎ 72 － 2316）

い場合があります。
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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。

健康ウォーキング教室 ～楽しく正しく歩こう～

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

カレンダーもってく会？

ドキドキ・ビックリ！

中止のお知らせ

本みくじ

中身がわからないように包装した１冊の本に、

このたび、新型コロナウィルス感染症の流行状

おみくじを付けました！新年の運試しに、本を借

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

況を鑑み、ご来場者の安全確保を考慮し、上記イ
ベントの開催を中止することといたしました。中
止に伴い、カレンダーの募集は行いません。
イベントの開催を楽しみにされていた皆さまに

りてみませんか？
大人用、子ども用を用意します。どうぞご利用
ください♪
と

はご迷惑おかけいたしますが、ご理解の程よろし
くお願いいたします。


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

き／１月９日㈯～31日㈰
10時～19時（図書館開館中）
※１日１人１点まで

問合先／図書館（☎73－1121）

１月の展示

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

一般展示 『体の健康、心の健康』

蔵書点検のため、下記の期間で休館します。

★体も心も健康な１年にしたいですね。関連する
本を展示・貸し出しします。元気な１年を目指
しましょう！

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。

児童展示 『いろいろな国をしろう！』

ＣＤ・ビデオは特別休館後に、直接カウンター

★本の中で、いろんな国に出かけよう！たくさん
の国の地理や文化がわかる本を集めて展示しま
す♪

へお持ちください。
期

プチ展示 「若い人に贈る本」

間

３月１日㈪（通常休館）
３月２日㈫～５日㈮（特別休館）

「がんを知る」

児童書を寄贈して
いただきました

読書記録帳を
作りませんか？

中標津町出身の絵本
作家かわむらすずみ様、

図書館で借りている本の記録を、専用

一八会（いっぱちかい）

の通帳に残すことができます。

様、読 み 聞 か せ サ ー ク
ルおはなしの木様より、児童書を寄贈していただきまし
た。
かわむらすずみ様の本は児童室に展示・貸し出しして
います。どうぞご利用ください。

○通帳に印字できるのは、借りている資
料のみです。
○通帳の利用は、図書館に登録されてい
る個人の方が対象となります。
○身分証明書をお持ちのうえ、図書館カ
ウンターへお申しつけください。
【高校生以下無料、一般の方は有料（実
費負担200円）】
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森山良子
~ｍｙ Story~

文化会館ホームページ

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

コンサートツアー 2020-2021

開催予告!!

アコースティックバージョン

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令和２年４月から延
期した開催日程をお知らせします。なお、今後の感染拡大状況に
よっては公演が再度延期や中止となる場合がありますので、ご了承
ください。
と き／３月28日㈰ 15時30分開場 16時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／6,500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。

「ＳＨＩＲＵＢＥ ２０２１」 開催決定!!

野外音楽フェス

令和３年６月、中標津で初めて大規模な【野外音楽フェス】が開催されます！！中標津の『人々』
や『衣食住』と、道内外から集まるアーティストの『音楽』が１つになるイベントです。
と

き／６月19日㈯

11時開場

13時30分開演

20時終演予定

ところ／道立ゆめの森公園
翼とふれあいのゾーン（中標津空港前

旧滑走路）

その他／プレイガイド、入場料、駐車券などの詳細は、１月24日㈰13時に

公式ＨＰは
こちらから

公式ＨＰで発表します。
主

催／SHIRUBE制作委員会、THE BOYS&GIRLS

後

援／中標津町、中標津町教育委員会

制

作／ukigmo、THE BONSAI RECORDS

協

力／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

シルベクルー（ボランティアスタッフ）募集中!!

イベント主催者からのコメント

内

容／町内および近郊都市での宣伝活動な
らびにイベント制作活動。
活動期間／１月中旬～順次
参加条件／高校生以上で、月１回程度町内での
ミーティングに参加できる方。（交
通費などの支給はありません）
※第１回ミーティング：１ 月23日㈯14時～
町内にて予定。
応募方法／公式ＨＰから特設ページをご覧くだ
さい。
※氏 名、年齢、お住まい（市町村）、電話
番号、メールアドレス、SNSアカウント
（任意）、意気込みなどが必要です。
※１次締め切り：１月16日㈯23時59分

高校を卒業するまで中標津で育った僕は、十
代を過ごす中で音楽の虜になりました。高校
を卒業し、町を離れ札幌に進出し、2011年よ
りTHE BOYS&GIRLSというバンドを始め、
現在に至ります。出会いと別れに涙し、歓喜と
挫折に揺られ、また音楽に掬われという日々
の中、コロナウイルスにより世界が変わった
2020年、故郷中標津のことを強く思うように
なりました。心の底から感動し最後には笑える
一日を、未来への“標”を、町の皆様と創りあ
げられればと思っております。
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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。

チケット販売／２月開始予定（決定次第、本紙やホームページなどでお知らせします）
※前回中止分のチケットをお持ちの方は、そのままお使いいただけます。
主 催／（一財）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

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

第36号

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

好評
販売中!!

12月18日に最新号を発刊しました！全166ページにわたり、
44作品を掲載。しるべっと、交流センターほか、町内の各書店
などでお求めください。
定価／800円（税込）
発行／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

編集／中標津文芸編集委員会

第14期ナカシベツ大学講座のご案内

「道東を渡る雁の話
と

き／１月28日㈭

講

師／野付半島ネイチャーセンター

19時開始

～いま中標津の周辺が雁の渡りの中心に～
ところ／しるべっと
センター長

」

第２研修室またはコミュニティホール

藤井

薫

氏

申込方法／しるべっと窓口、または電話（☎73－1131）で申し込みください。
聴講料／1,000円

中標津町小中学生
総合作品展

中標津ゆかりの美術展
やまなか

こうさい

入場
「山中 香彩 和紙絵展」無料

町内の小中学校、義務教育学校か

町内で活動する和紙絵作家 山中 香彩さんの作品を
展示します。
と

き／２月３日㈬～７日㈰

ところ／しるべっと
山中 和子（香彩） 氏

ら寄せられた子どもたちの力作を展
示します。

９時～21時

と

展示室
平成６年 中標津和紙ちぎり絵

研究会（現 和紙絵香彩会）を発足。創作活動と指導を行
い現在に至る。平成14年町教育文化奨励賞など受賞多数。

き／２月４日㈭～７日㈰

ところ／しるべっと

入場
無料

９時～18時

コミュニティホール

※今年度は審査を実施せず、絵画・書道の２
部門の展示のみとなります。

※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。

◯雨城書道同好会新春書き初め展

◯第３回南中音楽教室ピアノ発表会

き／１月６日㈬～９日㈯
※初日は15時から、最終日は14時まで
ところ／しるべっと 展示室
入場
無料
主 催／雨城書道同好会

◯令和２年度中標津ドラム・カホン
スクール発表会

入場

無料
と き／１月17日㈰ 15時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／南中音楽教室
※招待制

と

◯中標津小学校ジャガーズ
合唱部コンサート2021

入場
無料

と き／１月10日㈰ 16時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／中標津ドラム・カホンスクール
※招待制

と き／１月23日㈯ 18時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／中標津小学校合唱部父母の会
※入場券が必要です。
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入場
無料

新成人の皆さまの門出をお祝いするため、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策を講じた上で開催の準
備を進めてまいりましたが、道内における感染状況を
鑑み、成人式を延期いたしました。
これは、例年他地域からの参加者が多く、また、式
典時以外では対策を取ることが難しいため、成人式の
開催が感染拡大の要因となる可能性を否定できないと
判断したためです。
成人式を楽しみにしていた新成人とご家族の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、延期に
ついてご理解くださいますようお願いいたします。延期後の開催時期については現在検討中です。詳
細が決定次第、対象者へ文書を送付するとともに町のホームページ掲載などでお知らせいたします。
なお、今後の感染状況によっては開催を中止する可能性もあることをご了承ください。
連絡・問合先／社会教育係（☎73－3111

内線281）

～牛のいる風景～
令和３年の干支は丑。基幹産
業が酪農の本町にとって、牛は
切っても切れない存在です。今
回は乳牛に的を絞り、町内で昭
和時代に撮影された“牛のいる
風景”を紹介します。

☆乗馬で牛集め（昭和44年）

中標津町農協の共進会（昭和56年） ★モアン山を望む（昭和43年）

☆武佐岳を背景に（昭和45年）

★印は町営養老牛第３牧場（現：JAけねべつモアン牧場）で撮影

☆初夏の入牧作業（昭和54年）
☆印は町営開陽台牧場で撮影

編集後記

▼ 新 し い 年 が 始 ま り ま し
た。年 を 経 る と 共 に、町 の
様子や生活が移り変わって
きていますが、生活の中に
ひっそりと〝古跡〟が埋もれ
ています。その背景には物
語があり、往時を知る方は
手記に記録されていたりと、
驚きと発見があります。知
らずに使われている地名の
意味にも、先人たちの暮ら
しの跡や意味が込められて
いることに気付かされます。
今年は、より多くの古跡
やその意味を発見し、記録
できればと思います。
（村田）



各生涯学習施設休館日のお知らせ
１月５日～２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１月５日㈫、18 日㈪、２月１
日㈪です。※温水プールのみ１月６日㈬も休館。
運動公園（スケートリンク）は無休ですが、コンディ
ション不良の場合は利用の一時中止や閉場することが
あります。郷土館は１月７日㈭まで休館。また当面の
間、土・日・祝日を休館日とします。
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生涯学習情報

令和３年中標津町成人式の延期について

