スポーツ少年団 団員募集 !
少年団名

中 標 津 水 泳

中標津スイム・ビート

中標津町剣道

募集対象
小中高生

（25m泳げること）

小中高生

小学生

練習日程

練習場所

毎週火～金曜日
18：00～19：30
毎週土曜日
14：15～15：45

温水プール

用具・費用など

・キャップ
・ゴーグル
・ビート板

年会費 14,000円

温水プール

・水泳用具一式

武

①竹刀・竹刀袋4,000円程度

道

館

②剣道着・袴12,000円程度

費

年会費 10,000円
月コース料

4,000円

火曜日（スタートコース）16：15～17：15
水曜日（練習コース）17：00～、18：00～、19：00～ 各１時間
※学年や泳力により変動します。

毎週水曜日
18：00～19：30
毎週土曜日
9：30～11：30
※見学可

会

（各自で用意するもの）

③防具一式38,000円程度

※①⇒②⇒③と上達具合に応じ段階的に
購入。
※防具は概ね小学校卒業まで使用可。

月会費
1,000円
（登録・保険料別）

中標津町柔道

小中学生

毎週水・金曜日
18：00～19：30

武

道

館

・柔道着
（7,000円～10,000円程度）

月会費
1,500円
（登録・保険料別）

中標津町空手道

小中学生

毎週火・木曜日
18：00～19：30
※見学・体験随時

武

道

館

・空手道着
（8,000円程度）

年会費 14,000円
（登録・武道館使用
料別）

中標津ミニバスケットボール

小学生男女

毎週火・木・金 他
17：30～19：00
※男女別練習

体育館など

・バスケットシューズ
・スクイズボトル

月会費
1,000円
（小１～３）
月会費
2,000円
（小４～６）

小学生

毎週
月・水・土 他
※時間は学年や
時期により変動

運動公園
睦運動広場
体育館など

・ボール
・シューズ
・レガース
・ドリンクホルダー など

月会費
1,000円
（小１・２）
月会費
2,000円
（小３～６）
年会費
6,000円

中標津サッカー

なかしべつラグビースクール

※年齢問わず女子
団員も募集して
います。

小学生

申込・問合先／総合体育館または焼肉万景（五十嵐）☎72－1929 ※随時募集

原則毎週水曜日
17：30～19：00
毎週土曜日
10：00～12：00

運動公園
体育館など

・種目によって必要なもの

（時間変更有）※見学・体験可

新規年会費

12,000円

申込方法

・問い合わせ、申し込みはスポーツ少年団本部（総合体育館 ☎72－2316）まで。窓口で所
定の用紙に記入のうえ申し込みください。
・年会費等の必要経費は申込後、各団の事務局から連絡がありますので、その際に納入方法等
を確認し、納めてください。

◎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。

☎72－1717

相談時間／月～金（祝日・年末年始除く）午前９時～午後４時

そして早寝早起きとバランスの良い食事も大
切です。疲れやストレスは乾燥肌のかゆみを悪
化させてしまいます。
ずっと続くかゆみは、子どもにとっても大き
なストレスです。スキンケアや生活に気を付け

こんにちは、るるるです。

て、かゆみを解消していきましょう。

３月に入っても北海道はまだまだ寒く乾燥す
る日が続きます。
「冬になると体がかゆくなる」

「NPO 法人

子育てサポートネットる・る・

というお子さんも多いですね。なぜ、寒くなる

る」は、みんなが笑顔で子育てできるように、

と肌がかゆくなるのでしょう？

お母さんたちの子育てをサポートしています。

寒くなると血行が悪くなり、肌細胞に栄養が

子育てに困ったときは、一人で悩まず「るるる」

届きにくくなります。さらに空気の乾燥により

家庭教育・子育て支援情報

教育相談センター

に遊びに来てください。

肌の水分量が減少し、皮膚表面が傷つきバリア
機能が低下します。そうすると、ちょっとした

NPO 法人子育てサポートネット

刺激でも肌はかゆくなってしまいます。アレル

中標津町東 14 条北１丁目

ギーや乾燥肌のお子さんは本当に大変です。

平日９時～ 17 時まで

かゆみを軽減するには、まずはスキンケア。

る・る・る

☎ 72 － 3259

（土日祝日はお休みです）

入浴後できるだけ早く保湿剤を塗って乾燥を防
ぎます。保湿剤はたっぷりと塗ること。保湿剤
るるるの HP はこちらから→

を塗った手のひらにティッシュを 1 枚載せて、
手のひらをひっくり返してもティッシュが落ち
ないくらいが適量です。

期

４月１日から
ラジオ体操が
始まります

間／令和３年５月から翌年３月まで
毎月２回、いずれも水曜日
10時～15時

ところ／しるべっと（文化会館）
定

期間中は原則、毎朝開催します。体操を

員／8 0人（超えた場合は選

日課にして健康増進を図りましょう。どな

考基準により決定）

たでも自由に参加いただけます。

応募資格／原 則、町内に居住する満60歳以上
の方。
受講料／年間6,500円

期

間／４月１日～10月31日（予定）

申込方法／しるべっとにて配布する入学願書を

時

間／６時30分から

会

場／しるべっと駐車場、西町会館前、

ご提出ください。
※願書配布開始：３月22日㈪

ぷらっと前

※申込締切日：４月18日㈰

問合先／中標津地区ラジオ体操会

問合先／しるべっと（☎73－1131）
主

事務局（小玉

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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☎72－3397）

生涯学習情報

しらかば学園 学園生募集

家庭教育・子育て支援情報

保護者の皆様へ

お子様が安心安全にスマートフォンを利用するために
満18歳未満のお子様にスマートフォン等、インターネット接続機器を利用させる場合、保護者の
方は次の点に充分注意してください。

⑴ 適切にインターネットを利用する
ＳＮＳを利用して子どもたちを言葉巧みに誘い出し、事件やトラブルに巻き込まれる深刻な事件が
発生しています。インターネットに関する知識、情報モラルやコミュニケーション能力を親子で身に
つけ、正しく利用することが重要です。

⑵ 家庭のルールを作る
長時間利用によるネットの依存症も増加しています。 適切な生活習慣が身
につけられるように、お子様と一緒に話し合い、それぞれご家庭のルールを
作りましょう。「利用時間は夜９時まで」など、ルールは具体的に決めるこ
とがポイントです。

⑶ フィルタリングなどを設定する
「フィルタリング」は、知識が十分でないお子様が、不用意に違法・有害サイトにアクセスしない
よう制限する機能です。子どもたちが事件・事故に巻き込まれないように、スマートフォン等には必
ず「フィルタリング」を設定してください。
予防と対策には「インターネットトラブル事例集 （2020年版）」を、ご活用ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
■問合先／総務省 北海道総合通信局 情報通信部 電気通信事業課（☎011－709－2311 内線4704）

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

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◇スポーツ広場
◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／毎週水曜日

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／毎週金曜日

き／毎週水曜日

と

き／３月27日㈯

９時30分～11時

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

一般対象

13時30分～15時

◎くたくたミニテニスクラブ
と

◎ジュニアミニテニスクラブ 幼・小・中学生対象

一般対象

９時～10時30分

と

一般対象

き／３月８日㈪・22日㈪
14時～15時

一般対象

◎会場はすべて総合体育館です。

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

3

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

財団主催事業

体育施設ホームページ

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

○申 込先、クロール教室とCPY定員の問い
合わせは、総合体育館（☎72－2316）へ。

参加者募集

ステップアップ水泳教室Ⅰ＜初級クロール＞（全10回）
クロールで息継ぎを覚えたい方から、楽に長く泳げるようになりたい方まで
泳力に合わせた指導をします。

と

き

受 講 料

対

温水プール

毎週火曜日

19時～20時

中学生以上
（水泳初心者～息継ぎクロ―ルが出来る方。）

象

高校・一般5,400円
中学生3,800円（保険料込み）

申込期間

３月９日㈫～31日㈬

アスレティックトレーナーによる個別指導
① パーソナルトレーニング（評価／プログラム／フォローアップ）
② パーソナルストレッチ（部分／全身）
と

き

と こ ろ
受 講 料

３月31日まで
総合体育館

月～金曜日（休館日除く）
定員／対象

11時～16時30分（要予約）

① ② 合わせて１日４人まで。トレーニング室利用者

① 500～1,500円 ② 500～1,000円
※保険料込み。
内容により金額が変わります

トレーニング室受付にて
事前予約（随時）
※３月中旬受付終了予定

申込方法

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

き

と こ ろ
受 講 料

３月８日㈪
総合体育館

19時～20時15分
多目的室

対

３月17日㈬
象

1,000円
申込締切日
（保険料込・複数回セット価格あり）

10時30分～11時45分

一般成人（スポーツ選手・愛好者）
各回、開催前日まで（１回ごと申込可）

第13回 なかしべつ３３０°開陽台マラソン

４月８日㈭から
申込受付開始！

と き／７月11日㈰ 雨天決行
ところ／総合体育館
参加料
種目・スタート時間／
ハーフ 3,500円
ハーフマラソン：９時30分
２km（ファミリーの部もあります）：13時
５km
一般 2,100円
５km：13時50分
高校生 1,600円
参加人数／先着順となります。
小中学生 1,100円
ハーフ：500人、５㎞：250人、２㎞：250人
２km
小学生 600円
※申込状況によって増減する場合があります。
ファミリーの部 １組2,200円
申込期間／４月８日㈭～５月７日㈮   当日消印有効
●郵便振替・インターネットからの申し込みが可能です。
●くわしくは開催要項または大会ホームページにて確認ください。
〈大会ＨＰ〉http://www.zncs.or.jp/330
その他／新型コロナウイルス感染症対策を徹底して開催しますので、ご理解ご協力をお願いします。
問合先／実行委員会事務局（総合体育館 ☎72－2316）
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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

４月13日～６月22日

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

春休み子ども映画会

としょかん人形劇『うさぎとかめ』ほか

「こま撮りえいが こまねこ」

おなじみの昔話
を人形劇の世界で

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

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
※開場は30分前から
ところ／しるべっとホール

楽しみませんか？
ワークショップ参
加者募集中！

出

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

演／人形劇団ひよっこ

人形劇公演
と き／３月21日㈰ 11時～12時
ところ／しるべっと コミュニティホール

★ワークショップ「いもむしさんをつくろう」
と き／同日 10時～10時40分
対 象／町内在住の年少幼児（３歳程度）～

定

小学生
※幼児は保護者同伴
員／先着20人

締切日／３月14日㈰まで

（C)TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

いずれも参加無料

問合・申込先／図書館（☎73－1121）

人形劇・映画会の鑑賞をご希望の方へ
・事前に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は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。
・新型コロナウイルスの感染拡大状況により、開催が中止になる場合があります。

３月の展示

一般展示 『もし災害が起こったら…』
児童展示 『災害をと防災を知ろう』

郷土学習情報

新規会員を募集します「郷土館友の会」
郷土館友の会（中標津の自然を知ろう会）は、地域の自然・歴史・文化につ
いて楽しく学ぶ団体です。植物標本づくりや野鳥観察、エゾリンドウの保護増
殖、遺跡の発掘作業など、主に野外で幅広い活動を行っています。新規会員を
募集していますので、関心のある方は下記問合先までご連絡ください。
活動日／年間約15回

年会費／2,200円（傷害保険料含む）
問合先／学芸係（☎73－3111

内線268）

※現在は新型コロナの影響で会の活動は休止してい
ます。今後状況を見ながら活動を再開します。

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/
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郷土館（☎ 72 － 2190）

札幌交響楽団 中標津公演

しゅうりひと

と

き／３月27日㈯
指揮者 松本宗利音と札幌交響楽団が
チケット
15時30分開場 16時30分開演
お届けする、ベートーヴェン：交響曲第
販売中!
ところ／しるべっとホール
７番ほかをお楽しみください。
入場料／大人3,000円、小中高生1,000円
プログラム（予定）
※全席指定、税込み、当日500円増し。
・モーツァルト「フィガロの結婚」序曲
※未就学児入場不可。
・シューベルト 交響曲 第７番 ロ短調「未完成」
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、
・ベートーヴェン 交響曲 第７番 イ長調
札幌交響楽団、北海道新聞社

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

トップシンガーのステージを、しるべっとホールでお楽しみください♪
森山良子 1967 年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリ
オンセラー「禁じられた恋」をはじめ「涙そうそう」、
「さとうきび畑」、
「あ
なたが好きで」など、数々のヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌
唱力で、名実ともに日本のトップシンガーに。
チケット
販売中!
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
※令和２年４月延期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
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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。

©Y.Fujii

生涯学習・文化芸術情報

新型コロナウイルス感染拡大の状況により、下記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

文化会館ホームページ

野外音楽フェス「ＳＨＩＲＵＢＥ

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

２０２１」

公式ＨＰは
こちらから

中標津初の大規模な野外音楽フェス！第２弾アーティストが発表されました!!
と

き／６月19日㈯

11時開場

出

演／ THE BOYS&GIRLS（札幌）、FREE KICK（苫小牧）、KALMA（札幌）

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）

【第２弾アーティスト】は道内外からこの３組!!（今後、追加発表あり）

ハルカミライ（八王子）

フラワーカンパニーズ（東京）

NOT WONK（苫小牧）

幕張メッセ8,888人を即
ソールドアウト、日本全国の
フェスに引っ張りだこで人気
沸騰中のロックバンド。

今 年 で 結 成 3 2 周 年 。先
日、YouTube「THE FIR ST
TAKE」にも登場し話題となっ
た日本一のライブバンド。

北海道苫小牧在住の３人
組。進化し続けるサウンドと
ライブに、全国から大注目さ
れている要チェックバンド。

※入場料、プレイガイドなどの詳細は、前号または公式ＨＰをご確認ください。
し るべっとでは、駐車場券（1,50 0円）購入者が対象の『中標津町民特別入場券4,0 0 0円（通常
5,500円）』
〔枚数限定〕や、
『学生入場券（小中高生／18歳以下）1,000円』など、好評販売中！
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。

○北海道中標津高等学校合唱部
第34回定期演奏会
と

き／３月14日㈰

18時開演

ところ／しるべっとホール
主

◯中標津東小学校スクールバンド部
第10回定期演奏会
と

入場
無料

主

問合先／中標津高等学校（☎72-2059）

き／３月16日㈫

ところ／しるべっと

催／中標津東小学校スクールバンド部育成会
※入場制限につきチケットが必要です。

平日夜会

◯Lee's Dance House 15周年記念公演
「REBORN ～あまたのあなたのまさか～」

18時開始
展示室

と

参加料／一般300円（高校生以下無料）

主

入場
無料

問合先／メール（showtomo1980@gmail.com）

※入場券が必要です。

と

13時開演

ところ／しるべっとホール

催／北海道中標津高等学校合唱部

○中標津ボードゲーム会

き／３月21日㈰

き／４月４日㈰

13時30分開演

※中学生以下保護者同伴

ところ／しるべっとホール

※途中入退場可

主

催／中標津ボードゲーム会

催／Lee's Dance House
入場
無料

問合先／村山（☎090-9083-0458）
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延期開催

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㈰

開演：９時（11時45分終了予定）
※開場：８時30分～
※物品販売：８時30分～12時30分

ところ／総合体育館

サブアリーナ

対

象／スポーツ指導者及び選手保護者、興味のある一般の方

内

容／『身体づくりとスポーツ障害予防の重要性』

講師：株式会社レバンガ北海道
代表取締役社長

折茂

武彦

氏

『成長期のスポーツ障害を、いかにして予防するか』
講師：スポキチクリニック 院長 伊藤 雄人 氏

© LEVANGA HOKKAIDO
© B.LEAGUE

『体の硬さ・動きとスポーツ障害の関係について』
講師：医療法人回生会
理学療法科長
料

大西病院 リハビリテーション部
小迫

伸也

金／前売券：500円（税込み）

チケット
販売中!

当日券：800円（税込み）
全席自由

氏

※定員枚数に達した時点で販売終了

チケット販売場所／総合体育館・しるべっと・交流センター
問合先／総合体育館

スポーツ振興課トレーニング指導係（☎72－2316）

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

共

催／一般財団法人大地みらい基金

協

力／株式会社レバンガ北海道・医療法人社団田中医院スポーツサポートプロジェクトSeeds
中標津バスケットボール協会・中標津町スポーツ少年団本部

編集後記

▼ コ ロ ナ ウ イ ル ス 云 々 に
関係なく、元から出不精な
私ですが、昨年から輪をか
けて家に引きこもってい
ます。
そ
 んな状態なので運動不
足になり、体重は順調に増
え、なんだか膝に痛みを感
じる始末です。
デ
 スクワークで体も凝り
固まっているので、睡眠前
にストレッチを始めてみ
たのですが、これがなかな
か続けられそうです。ただ
ぐっすり眠れるからという
だけなのですが。 （ 三浦）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
３月５日～４月６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、３月 15 日㈪、４月５日㈪
です。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。郷土館
は当面の間、土・日・祝日を休館日とします。本来の
休館日設定とは異なりますのでお気を付けください。
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生涯学習情報

なかなか健康なかしべつ

