令和３年度

放課後児童クラブ登録児童募集

児童館では放課後児童対策事業として、放課後、仕事またはその他の事情により、保護者が不在の
家庭の児童を対象とした「放課後児童クラブ」を開設しています。
「令和３年度放課後児童クラブ」登録を希望される方は、事前に最寄りの児童館で申込用紙等を受
け取り、面談期間内に必要書類を揃えて面談してください。申込用紙等は児童館にて配付中です。
また、各小学校で開催される一日入学説明会においても、児童館職員が概要・申込方法等を説明し、
希望者には児童クラブの申込用紙等を配付します。詳細は、最寄りの児童館に問い合わせください。
《面談期間》

２月２日㈫～25日㈭ ※日曜・祝日はのぞく 13時から17時まで
※新型コロナウイルス感染症予防対策により、面談時の混雑を避けるため予約
制で行いますので、事前に申込児童館にお伝えください。
《対象児童》 新小学１年生～３年生
※現 在、利用している１・２年生（新２・３年生）も
申し込みが必要です。
《保 険 料》 年間2,000円
《そ の 他》 ・就労等の家庭状況により登録を決定します。
・先 着順ではありません。（定員に達した場合は、待機
していただくこともあります）
・保護者ボランティアとして年１回児童館事業等にご協力をいただきます。
《担
当》 子育て支援室子育て支援事業係（☎73－3111 内線224）
◇◆◇ 申込先 ◇◆◇
【みらいる児童クラブ 定員120人（中標津東小学校区）】
児童センターみらいる 東８南３ ☎73－2996／73－3001
【西児童クラブ 定員80人（中標津小学校区）】
西児童館 西９北７ ☎72－3039
【なかよし児童クラブ 定員80人（丸山小学校区）】
なかよし児童館 東14北４ ☎73－5569
【計根別児童クラブ 定員30人 計根別学園校区）】
計根別こども館えみふる 計根別南２東３ ☎78－2539

（児童館事業の様子）

◎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。

学校の情報

少年の主張

中標津町大会

昨年11月24日に、しるべっとコミュニティホールで開催した本大会では、
町内の全中学校から８人の代表が、自分の思いを力強く発表しました。最優秀
ふじなみ

とみやま

賞には、中標津中学校１年藤 浪あいさん、優秀賞には、広陵中学校２年富 山
あんり

むかい み

お

杏莉さん、計根別学園９年向井美生さんが選ばれました。
紙面の都合上、最優秀賞の発表のみ掲載となりますので、ご了承ください。

最優秀賞

「らしさ」について

中標津町立中標津中学校１年

藤浪

あい

られます。どこかで聞いたことがある人や、知っ

「女の子なんだから」

ているという人も多いでしょう。最近、注目を集

そう言われたことの無い女性は少ないかと思い
ます。女の子なんだから、上品に歩きなさい、女

めており、授業でも扱われるようになりました。

の子なんだから、おしゃれしなさい、などが例と

そんな彼らに対する理解度は三年間で倍になった

して挙げられます。

というデーターがあるほどです。電通ダイバーシ
ティ・ラボの「LGBT 調査」によると、LGBT に

これに関することで、先日、話題を呼んだ見解

ついて九割の人が「言葉を知っている」、約六割の

がありました。
皆さんは、国民的アニメ「美少女戦士セーラー

人が「言葉の意味を理解している」と答えている

ムーン」に新アニメ版と旧アニメ版があるのを

ようです。今、二人に一人が理解を示すその影に

知っていますか。二つのシリーズでは走り方の表

は、絶大な努力があったといえるでしょう。

現が異なるというのです。旧アニメ版では普通の

LGBT を受け入れられる環境に、社会が生まれ

走り方をしているのに対し、新アニメ版では、俗

変わろうとしています。その一方で、
「女の子らし

に言う「女の子走り」、
「乙女走り」に変わってい

さ」
「男の子らしさ」にまつわる運動はみられませ

ます。女の子走りや乙女走りは、腕を左右に振る

ん。

走り方のことを指すのですが、これが「女の子ら

私は、俺や僕といった一人称を使って、笑われ

しさ」の刷り込みではないか、と反響を呼びまし

たことがあります。特撮が好きというだけで、変

た。

だと言われたことがあります。冒頭で話した「女

もう少し、皆さんに身近な例として、こんな風

の子なんだから」という言葉は「男の子なんだか

潮があります。それは「女の子らしさ」
「男の子ら

ら」に置き換えても、聞きなじみの無い言葉では

しさ」についてです。

ありませんよね。身近なはずなのに、気に留めた
り、問題と感じたりする人が少ないのだと思いま

子供向けの番組やおもちゃには「女の子向け」
と「男の子向け」がありますよね。もし、幼い女の

す。なぜ、性別や年齢、偏見を気にする必要があ

子が「男の子向け」のおもちゃを欲しがっていた

るのでしょうか。
あなたの身近な人には「女の子らしさ」、
「男の

ら、同年代からどう思われると思いますか。簡単

子らしさ」に囚われている人はいませんか。また、

に想像できると思います。

あなた自身はどうでしょう。

女の子は、女の子向けのものでしか。男の子は

自分らしさ、見つめ直しませんか。

男の子向けのものでしか遊んではいけない。そん
な決まりは無いはずなのに、性別を理由にした固
定観念や価値観が生まれつつあるのです。
ですが、性別の壁を薄くしようと動いてる人達
がいます。それは、LGBT と呼ばれている人達で
す。LGBT というのは、それぞれ「レズビアン」
「ゲ
イ」
「バイセクシュアル」
「トランスジェンダー」の
頭文字で、同性愛者、両性愛者などの意味で用い
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郷土学習情報

冬のあそび場「試験場の坂」
町は冬景色に染まり、寒さが一段と厳しい季節に入りました。文化
庁の事業で、昔の遊びや道具について、町民のみなさんと調べてみま
すと、冬の時期に「試験場の坂」でスキーやそりなどをして楽しまれて
いたことが、先人たちのお話や手記の中に出てきます。
その「試験場の坂」とは、現在の東 1 条通りから「旧北海道農事試験

試験場の坂（上から街を望む）

場根室支場」が所在する桜ヶ丘へ上がる坂のことを指すのですが、古
老の聞き取りをされている NPO 法人「伝成館」の飯島実さんによると、
尋常小学校（現在は中標津高等学校）への通り道周辺、特に東１条通り
付近は、かなりの傾斜になっており、当時は木々の生えていないとこ
ろで、手作りのスキーやそりなどで滑って楽しんでいたそうです。
町内には、先人たちの暮らしの中でつけられた場所の愛称がいくつ
もあり、中には地名として今に残されているものもあれば、時代とと
もに消えていったものもあるようです。

開場間もない旧農試全景

中標津町郷土館ホームページ：http://www.aurens.or.jp/~nakakyou/
中標津町郷土館フェイスブック：https://www.facebook.com/nakakyou/

学校の情報

北海道中標津農業高等学校

郷土館（☎ 72 － 2190）

創立70周年記念事業の延期について

令和２年 12 月 12 日に開催を予定していた創立 70 周年・体育館落成記念式典は、新型コロナウイルスの感染
が拡大している状況を受け、協賛会役員・学校関係者で慎重に協議した結果、令和３年秋ごろへの延期を決定し
ました。
記念式典の挙行にあたり、多大なご支援・ご協力をいただいている中での開催延期は大変心苦しくもありまし
たが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
なお、延期後の日程や内容、記念誌の発刊日などの詳細については、改めてご案内いたします。

生涯学習情報

タイムカプセル封入品の受渡期間延長

冬ならではの楽しみがいっぱい！
冬期のゲート開放時間は８時から 18 時、ビジターセ
ンター開館時間は９時から 17 時です。

昨年20年ぶりに掘り出したタイムカプセル
の封入品（作文や絵画など）を、当時小中高生
だった本人にお渡ししています。
2021年も受け渡しを延長して行います。
受渡場所：ビジターセンター
受渡時間：９時～16時

雪は友だち !! 冬遊び場を開放しています

道立ゆめの森公園ホームページ

①ソリ・コース、チューブ・コース
②歩くスキー初心者コース

http://www.yumemori.jp/

③歩くスキー一般コース センターゾーン、自然観察路
④スノーモービルによるチューブ・ラフティング

道立ゆめの森公園フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yumenomori

毎週日曜日、13 時～ 13 時 30 分
ソリ、チューブ、歩くスキーは無料で貸し出しています
チューブ・ラフティングは小学生以上が対象です
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ゆめの森公園日記
http://yumemori.jugem.jp/
道立ゆめの森公園管理事務所（☎72－0471）

体育施設ホームページ

水泳記録会

冬季の運動不足解消と、健康維持に！

無料開放!
330°
アリーナ
「ランニング・ウォーキングコース」

～記録への挑戦～

参加者募集中！

３月／毎週月・水・金曜日
対象期間：４月29日（木・祝）まで
※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。
・期間中でも大会等により、ご利用いただけな
い場合があります。

参加者募集中!!

○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）

令和２年度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

と こ ろ
受 講 料

２月27日㈯

11時～12時

総合体育館

サブアリーナ

100円（保険料込）

対象・定員

町内在住の年中児～年長児 40人（先着順）
※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。

申込期間

２月17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®
【コアパワーヨガCPY®とは】
ヨガを用いた自重トレーニング。医学的観点を主軸にした機能的な３面動作を連続的に行い、
自身の姿勢・動作を制御できる身体づくりを目指します。
と

き

と こ ろ

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
※それぞれ全１回（ほぼ同じ内容）。複数回参加は組み合わせ自由です。
総合体育館

多目的室

対象・定員

一般成人のスポーツ選手・愛好者
各10人 ※先着順

受 講 料

１回／1,000円
【セット価格：事前複数回申し込み】
２回／1,800円 ３回／2,700円 ４回／3,600円  （保険料含む）

申込締切日

各回、開催前日まで（１回ごと申し込み可）

なかなか健康なかしべつ 成長期スポーツ検診

解説講演会

折茂武彦とスポーツドクターから学ぼう
と

き／３月28日㈰

ところ／総合体育館

開場：８時30分

開演：９時

サブアリーナ

※くわしくは総合体育館（☎72－2316）へ、お問い合わせください。
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＜延期開催＞

本紙３月号で
改めて詳細な内容を
お伝えします。

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 き／３月 12 日㈮ 18 時～
ところ／温水プール
対 象／町内の水泳愛好者
参加料／１人 100 円（保険料込）
申込方法／温 水プールへ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。
申込締切日／３月２日㈫
問合先／総合体育館（☎ 72 － 2316）

対象曜日：２月・４月／毎週火・木曜日

財団主催教室

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

図書館ホームページ

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

「わくわく☆チャレンジ教室 さくらのスノードームをつくろう！」
と

き／２月21日㈰

①10時15分～45分
②11時15分～45分

ところ／しるべっと
対

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

キラキラがさくら色の、
春にぴったりの
スノードームを
つくります！

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

第３研修室（２階）

象／町内在住の年中幼児（５歳程度）～小学６年生
※幼児は保護者同伴

定

員／①②とも各10人

※定員を超えた場合は抽選

締切日／２月13日㈯まで

春休み子ども映画会

「こま撮りえいが こまねこ」
あらすじ  山のおうちに暮らすこまちゃんは、モノづくり
が大好きなネコの女の子。ある日出会った新しい
友だち“いぬこ”とのおはなしや、ほか４つのス
トーリー。
と

き／３月25日㈭

14時～15時（上映60分）

※開場は30分前から
ところ／しるべっとホール
鑑賞をご希望の方へ
●２ 月18日㈭から配布する入場券に氏名・連絡先等をご記
入の上、当日お持ちになってご来場ください。入場券は図
書館だより、図書館カウンターで配布、また図書館ホーム
ページよりダウンロードできます。
●状況により入場制限を行う場合があります。

いずれも参加無料

（C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナー

問合・申込先／図書館（☎73－1121）

・新型コロナウイルス感染症の流行状況により、内容が変更になる場合があります。
・発熱、咳、倦怠感など体調のすぐれない方は参加をお控えください。
・マスクの着用、手指の消毒、身体的距離の確保等、感染症対策にご協力ください。

２月の展示

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

一般展示 『北方領土の日』

蔵書点検のため、下記の期間で休館します。
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。
ＣＤ・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。

★２月７日は北方領土の日です。地域の図書館な
らではの資料を展示・貸し出しします。

児童展示 『キモチをカタチにしよう♪』
★誰かに何かを贈るとき、どんな形で気持ちを伝

期

える？お菓子のレシピやお手紙の書き方、プレ
ゼントするのにぴったりな本を展示します！

5

間

３月１日㈪（通常休館）
３月２日㈫～５日㈮（特別休館）

文化会館ホームページ

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

札幌交響楽団 中標津公演
指揮者

しゅうりひと

松本宗利音と札幌交響楽団が

お届けする、ベートーヴェン：交響曲第
７番ほかをお楽しみください。
©Y.Fujii

森山良子
~ｍｙ Story~

コンサートツアー 2020-2021

アコースティックバージョン

チケット販売日などの詳細が決定しましたので、お知らせします。
多くのヒット曲を、天性の透明感ある歌声と抜群の歌唱力で届ける
日本のトップシンガーのステージをお楽しみください♪
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。
     
※未就学児入場不可。
プレイガイド／しるべっと
２月21日㈰
  
一般販売開始 窓口：10時～ 電話予約：13時～ ☎73－1131
※令和２年４月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／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
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演が延期または中止となる場合があります

第14期ナカシベツ大学講座のご案内

「空から眺める『千島・ハボマイ・中標津』」
空から眺めるとふしぎな歴史が見えてきます。とくに北方四島、それに根釧台地は世界にも稀な景
観です。動画や画像で、未公開の、地域の「たからもの」をご紹介します。
と き／２月25日㈭ 19時開始
ところ／しるべっと 第２研修室またはコミュニティホール
講 師／NPO法人伝成館まちづくり協議会 理事 飯島 実 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
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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／
令和２年６月から延期した開催日程をお知らせします。
しるべっと
と き／３月27日㈯ 15時30分開場 16時30分開演
２月28日㈰ 一般販売開始
ところ／しるべっとホール
窓
口：10時～
入場料／大人3,000円、小中高校生1,000円
電話予約：13時～ ☎73-1131
※全席指定、税込み、当日500円増し。
※未就学児入場不可
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、札幌交響楽団、北海道新聞社
新型コロナウイルス感染拡大の状況により、公演が延期または中止となる場合があります

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

野外音楽フェス「ＳＨＩＲＵＢＥ

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

２０２１」

公式ＨＰは
こちらから

第１弾アーティスト、入場料など、開催内容が一部発表されました！
と

き／６月19日㈯

11時開場

出

演／【第１弾アーティスト】は道内在住の３組！（今後、追加発表あり）

ところ／道立ゆめの森公園

13時30分開演

20時終演予定

翼とふれあいのゾーン（中標津空港前

旧滑走路）

THE BOYS&GIRLS（札幌）
今回のSHIRUBE 2021の中心バンドであり、中標津町出身のワタナベ
シンゴがボーカルを務める札幌市在住バンド。想い100%で言葉をメロ
ディに乗せて、日々音楽にしている。

FREE KICK（苫小牧）
北海道苫小牧発、スカパンクバンド。WANIMA、マキシマム ザ ホル
モン等との共演歴もあり、その場の空気を一瞬で変えるそのライブ力は圧
倒的。何故か泣けてくるスカパンク。

KALMA（札幌）
北海道札幌市の３ピースバンド。メンバーは若干20歳ながら昨年ビク
ター内スピードスターレコーズよりメジャーデビュー。グッドメロディと
親しみやすさで全国に青春を届けている。
入場料／以下すべて税込み、未就学児入場無料。
・一般入場券5,500円
・学生入場券（小中高生対象）1,000円
※18歳以下の方が対象です。また、受付（入場）時に身分証明書の提示が必要です。
・中標津町民特別入場券4,000円（「Ｂ駐車場券」とセットでの販売価格です。）
※購入時に住所を確認できる証明書の提示が必要です。（枚数限定）
・Ｂ駐車場券1,500円
プレイガイド／しるべっと

※会場隣接エリア（徒歩圏内）の臨時駐車場になります。

２月21日㈰10時～

販売開始（窓口販売のみ）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、販売を延期する場合があります。その
他プレイガイドなど、最新情報は公式ＨＰをご確認ください。
主

催／SHIRUBE制作委員会

協

力／（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。

○丸山小学校合唱部ありがとうコンサート
と

き／２月28日㈰

14時開演

ところ／しるべっとホール
主

催／丸山小学校合唱部父母の会

問合先／中標津町立丸山小学校

入場
無料

（☎73－4411）※入場券が必要です。
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◯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！）
例

会／
火曜日
【小学生】16時～17時30分
【小学高学年～大人】18時～19時30分
土曜日（冬期間は時間変更あり）
【３才～小学１年生】10時30分～11時30分
【小学生】11時30分～13時
【小学高学年～大人】13時～14時30分
会 場／スポーツピア２階
問合先／事務局：深野（☎090－4878－0019）

料

入場無

文化やスポーツの分野で活躍する子どもたちが、日ごろの練習の
成果を元気いっぱいに発表します。
今年は感染症対策をとりながら、日程を４部に分けて開催します。
とき・出演／３月７日㈰

生涯学習情報

第16回 子どもステージinしるべっと

※各部 30 分前開場。団体名は出演順に表記しています。

＜第１部＞ 10 時開演 出演：なかしべつ恭子バレエスタジオ（クラシックバレエ）、エアロジュ
ニア（エアロビクス）
＜第２部＞ 12 時開演 出演：ロットバルトバレエアカデミー（バレエ）、ガールズコレクション
2020（オリジナルダンス）
＜第３部＞ 15 時開演

出演：中標津町空手道スポーツ少年団（空手演武）、R-23@Rio（ダンス）

＜第４部＞ 17 時開演

出演：ヒップホップキッズ（ダンス）、Lee’s Dance House（ダンス）

※入場には、しるべっとで配布中のプログラム内「入場整理券」の持参が必要です。
※各部とも全演目終了後の退場となります。原則、途中退場はできません。
ところ／しるべっとホール

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

き／２月８日㈪・15日㈪
14時～15時



◎会場はすべて総合体育館です。

一般対象

【お知らせ】

13時30分～15時

◎くたくたミニテニスクラブ
と

と

一般対象

９時～10時30分

◎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！

２月 27 日㈯にゆめの森公園で開催を予定
していた『かんじきまつり』は、新型コロナ

一般対象

ウイルス感染拡大のため中止となりました。

13時30分～15時

「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
☎72－8003 FAX 72－8009

編集後記

▼ 昨年は、コロナコロナで
１年があっと言う間でし
た。そして２０２１年が明
け、気が付けば１月も瞬く
間に終了…。
さ
 まざまなイベントが中
止となってしまった本年度。
冬まつりも中止となってし
まいましたが、ちょうどこ
の号の発行時期に、代替え
案として、新型コロナウイ
ルス感染症早期収束を願う
イベントが町立病院と文化
会館で開催されるとのこと。
その気持ちが嬉しいですね。
是非とも無事開催されます
ように。  （ＹＡＭＡ）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
２月６日～３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、２月 15 日㈪、３月１日㈪
です。

なお、図書館は蔵書点検のため、３月２日㈫から５

日㈮まで特別休館です。

郷土館は当面の間、土・日・祝日を休館日とします。

8

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

