夏季スポーツ施設がオープンします
～屋外でスポーツを楽しみましょう!!～

施設名
テニスコート

オープン予定日

使用時間

町営テニスコート

５月１日㈯

９時～21時45分
・第1、第3月曜日は閉場
☆夜間照明あり

町営ふれあい
テニスコート

５月１日㈯

９時～日没
・第１、第３月曜日は閉場

５月9日㈰

５時～22時
☆夜間照明あり

町営野球場
第１球技場

６月１日㈫

運動公園

５月8日㈯

９時～日没

第１球場

（みどりの里球場）

第２球場

５月2日㈰

・必ずテニスシューズを着用
してください。
・必ず総合体育館で受付をし
てください。

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

９時～21時45分
☆夜間照明あり

第２球技場
スピード
スケート場広場

使用にあたって

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）
・管 理棟で受け付けをしてか
ら使用してください。

５時～日没

・事前の申し込みが必要です。
（申込先：総合体育館）

６時～18時
※クラブハウス

・ク ラブハウスで受け付けを
してから使用してくださ
い。
・ゆ めの森公園パークゴルフ
場は３ページを参照。

（りんどう球場）

森林公園パークゴルフ場

５月１日㈯
正美公園パークゴルフ場

※天候やコンディションにより、使用できない場合があります。
※運動公園施設は夜間の専用申し込みがない場合、17 時に閉門します。

問合先
◦テニスコート、町営野球場��������������� 総合体育館（☎72－2316）
・運動公園��������������������� 運動公園管理棟（☎72－8003）
・パークゴルフ場������������� 中標津都市施設管理センター（☎72－0471）
◎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。

令和３年・令和４年成人式の日程が決定

町に住民票のない方は
連絡を！

延期となっていた「令和３年中標津町成人式」の開催日が
決定しました。また、「令和４年中標津町成人式」の開催日
も決定しましたので、併せてお知らせいたします。
と

き／【令和３年成人式】 令和４年１月７日㈮
【令和４年成人式】 令和４年１月15日㈯
ところ／しるべっとホール
対象者／【令和３年成人式】
平成12年（2000年）４月２日から平成13年（2001年）４月１日生まれの方
【令和４年成人式】
平成13年（2001年）４月２日から平成14年（2002年）４月１日生まれの方
※中標津町に住民票がない方で参加を希望される場合は、随時受け付けをしていますので、社
会教育係へご連絡ください。
◎今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況、国・道からの要請等により中止・延期となる
場合があります。随時情報を町ホームページでお知らせしますので、ご確認ください。
連絡・問合先／社会教育係（☎73－3111

内線281）

中標津町学校サポーターを募集しています！
令和３年度から地域と学校が連携・協働し、教育活動のさらなる充実と学校を核とした地域づくりを
目指すために「学校サポーター」を募集します。あなたの知識や経験、時間を活かして、町内の学校で
サポーター活動をしませんか？学校では地域の皆さまの力を必要としています。
申し込み
興味のある方は気軽にご相談ください。登録お待ちしております！
ＱＲコードから
〇サポーター活動例
登録できます！
・安全支援（登校時の見守りなど） ・環境整備（花壇の整備など）
・学習支援（読み聞かせや体育・家庭科等のサポート） ・その他
〇募集対象／町内在住の高校生以上の方
〇活動場所／町内の小・中学校及び義務教育学校（内容によっては校外の場合あり）
〇その他／学校支援は無償の奉仕活動となります。（傷害保険は事務局で加入）
〇問合先／事務局【社会教育係】（☎73－3111 内線281）

学芸員として地域おこし協力隊が着任
４月１日付けで教育委員会に地域おこし協力隊として、中園美紀さんが着任しました。
中園さんは学芸員として、郷土館の自然系事業や友の会育成、文化財事業を担当します。
はじめまして！この度、中標津町地域おこし協力隊の学芸員として任命され
た中園美紀と申します。専門は哺乳類で、趣味は標本作成です。標本とは？と
思う方もいらっしゃるかと思いますが、博物館で見かける動物のホネや剥製の
ことです。怖い、汚い、といったイメージが持たれがちな標本ですが、実は、
生き物の事を知るうえでは非常に大事なものです。私は、交通事故や有害駆除
で死んでしまった動物を、そのような標本にしています。
また、前職では道内各地を回ってシカを捕獲したり、ワシ・タカを観察した
りしていました。中標津町では趣味と前職の経験を生かして、町の皆さんと中
標津町の自然を調査していきたいと思っています。よろしくお願いします！
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生涯学習情報

不登校やいじめ、ご家庭で心配なことの相談は教育相談センター（☎72－1717）へ。月～金、９時～16時

生涯学習情報

ゴールデンウィークから屋外施設がオープンしました。
雨の日でも、人工芝のアリーナで遊ぶことが出来ます。
今年も、ゆめの森公園で、思い切り遊んでください。
※最 新情報は下記、ゆめの森公園日記、フェイスブックを、
ご覧ください。

○屋外遊具（グレードアップしたローラースライダー、リニューアルしたターザンロープのほか、
ネット渡り、トロッコ、トランポリン、イカダなど）

○デイキャンプ場（日帰りキャンプ）

○イベント広場

下記の施設については、次の予定でオープンします。

○多目的芝生広場 ５月上旬

○パークゴルフ場 ５月１日

※芝生の状況によって変更することがあります。
◆パークゴルフ場の使用料・利用時間◆
使 用 料／１人１日 310円
・中学生以下～無料
・障がいのある方～免除
回 数 券／６枚つづり 1,550円
貸しクラブセット／１人１日 100円
利用時間／５月～８月 ６時～19時（クラブハウスは６時～18時）
９月～１０月 ６時～18時（クラブハウスは６時～17時）

くわしい問い合わせは、道立ゆめの森公園管理事務所（☎ 72 － 0471）へ。
ゆめの森公園日記 http://yumemori.jugem.jp/
フェイスブックページ http://www.facebook.com/yumenomori/

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場

◎ジュニアミニテニスクラブ 幼・小・中学生対象

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／毎週水曜日

９時～10時30分

◎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

一般対象

き／５月10日㈪・24日㈪

◎会場はすべて総合体育館です。

13時30分～15時

会員募集

間／令和３年４月から翌年３月まで

９時30分～11時

14時～15時

一般対象

スポーツ体験クラブ
期

き／５月29日㈯

◇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

と

一般対象

会

小学１年生から中学生対象

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
☎72－8003
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木

下

弘

FAX 72－8009

之

体育施設ホームページ

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

財団主催教室 参加者募集中！！
ちびっこスポーツスクール

全13回
前半／15時～16時
後半／16時～17時

運動遊び（３回）

前半／14時45分～15時45分
後半／16時～17時

スケート（３回）

前半／13時30分～14時30分
後半／15時～16時

６月9日㈬～７月7日㈬
９月１日㈬～15日㈬

日

程

１月11日㈫～13日㈭

長靴アイスホッケー（２回）

前半・後半とも15時～16時

前半／１月19日㈬・20日㈭
後半／１月26日㈬・27日㈭

対

象

受 講 料

年長幼児(令和４年度４月小学校入学予定者)

定

申込締切日

6,000円（全13回分／保険料含む）

員

前半・後半

各20人

５月23日㈰

キッズベーシックスイムⅠ
と

き

【火曜クラス】６月８日～８月17日 【木曜クラス】６月10日～８月26日
両クラスとも17時30分～18時30分 全10回

と こ ろ

温水プール

対象・定員

各20人・小学１～２年生
※昨年度受講者は申し込みできません。

受 講 料

4,300円（保険料込み）

申込締切日

５月11日㈫

申し込みについて
○総合体育館・プール窓口で、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。
○申込時に前半クラス・後半クラス、また、火曜日クラス・木曜日クラスを選択ください。
○定員を超えた場合は主催者にて抽選を行ないます。なお、少人数の場合は中止となることがありま
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ないます。

教室受講決定の発表方法について

○申込時に受付番号を配布します。締切日の翌々日 14 時から、温水プール・総合体育館の施設入口と
財団ホームページに、受講決定者の番号を掲示（掲載）します。
○受講決定の方は掲示内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。
○電話およびメールでの連絡はいたしませんので、ご注意ください。

第45回 中標津バドミントン大会

トレーニング講習会
内

受講者募集

容／①初級講習
（マシントレーニング体験会）
②中級講習
（フリーウエイトトレーニング体験会）
と
き／各講習 毎月１回 14時～14時45分
※実施日については、前月までに予定カ
レンダーを体育施設内に掲示しますの
で、都度ご確認ください。
と こ ろ／総合体育館 トレーニング室
定
員／各回２人まで
対
象／興味のある方ならどなたでも
料
金／トレーニング室利用券１回分（一般120
円、高校生・65歳以上80円）
申込方法／実施当日の午前中までに総合体育館へご
連絡ください。

参加者募集
と
対

き／５月30日㈰
ところ 総合体育館
象／管内４町に居住する中学生以上のバドミン
トン愛好者
種 目／ダブルス（１部・２部・３部）
詳細は開催要項でご確認ください。
参加料／一
般：1,000円（１人）
高校生以下：  500円（１人）
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。
※申込用紙は総合体育館窓口で配布してい
ます。
締切日／５月14日㈮
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津バドミントン大会実行委員会
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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。

水慣れ（５回）

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

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

古本受け付け再開のお知らせ

５月の展示

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

古本市開催に向けてご家庭で不要になった本を集
めています。読まなくなってしまった本など、図書
館にお持ちください。量が多い場合は、受け取りに
うかがいます。
※感染症対策として、玄関先での受け取りのみとさ
せていただきます。あらかじめご了承ください。

青空本の広場実行委員会

事務局：図書館（☎ 73-1121）
〔集めている本〕
絵本・児童書・小説・実用書・雑誌・漫画
※全集・図鑑・辞書・辞典は対象外としています。

一般展示 『ガーデニングをしてみよう♪』
★暖かくなってきました。ガーデニングが楽しい季節
です。参考になる本を集めて展示・貸し出しします。

児童展示 『かぞくのきずな』
★家族に感謝を！家族をもっと大事にしたくなる本を
展示・貸し出しします。

図書館のご案内・利用について
開館時間／10時～19時
休 館 日／第１・３月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～１月５日）

貸し出しの上限と期間
・本は１人10冊、２週間
・ＣＤ・ビデオなどは１人１点、１週間（中学生以上）

●本を借りる時は「利用カード」が必要です
名前・住所の分かるものをお持ちのうえ、カウンターで申し込みください。
利用カードをお持ちの方で、住所・電話番号などに変更があった場合はお知らせください。
●マナーを守って利用しましょう
音の出るものは使用できません。携帯電話はマナーモードに設定し、通話は館外でお願いします。
図書館は子どもから大人まで利用する施設です。思いやりの心を忘れずに。
●イベント情報、新着図書案内など情報発信しています
ホームページやfacebookなどで、さまざまな情報をご覧いただけます。
●本をお探しの時は、お気軽に声をお掛けください
お探しの本が見つからない時は、職員に声をお掛けください。
中標津町図書館にない本も貸し出しできます。くわしくはカウンターまで。
くわしくは図書館にて配布のパンフレットまたはホームページにて、ご確認ください。
http://www.zncs.or.jp/library/

郷土学習情報

なかしべつバードウォッチング 2021
～かわいい夏鳥の出合いを楽しみましょう !! ～
中標津へ渡ってきた夏鳥たちが勢揃いする時期に、野鳥にくわしいリーダーが、バードウォッチ
ングの楽しさや野鳥の見つけ方、見分け方のコツなどをわかりやすくご紹介します。
と

き／５月 22 日㈯【雨天の場合、翌日 23 日㈰に順延】
６時 30 分受付開始

10 時終了予定

集合場所／丸山公園駐車場 【観察場所は丸山公園】
定

員／ 15 人

申込・問合先／生涯学習課学芸係
（☎ 73 － 3111

( 小学 4 生以下は保護者同伴 )

参加料／ 100 円(保険料込み) ※当日お支払いください。

持ち物／双 眼鏡(お持ちでない方はお貸ししま
す)、筆記用具、散策に適した服装、飲み

申込締切日／５月 17 日㈪
※申込先着順で定員になり次第締め切り。
主
後

内線 268）

催／中標津町郷土館友の会(中標津の自然を知ろう会)
援／日本野鳥の会 中標津グループ
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物。
共

催／中標津町郷土館

「新・ＢＳ日本のうた」公開収録

観覧者
募集

この番組は、素晴らしい名曲の数々を豪華な出演者がたっぷりとお届けする音楽番組です。観覧を
ご希望の方は、次の要領でお申し込みください。
と

き／７月１日㈭

17時20分開場

ところ／しるべっとホール

18時開演

20時終演予定

出演予定／＜ゲスト＞市川由紀乃、中西りえ、福田こうへい、水田竜子、
三山ひろし、山口ひろみ、由紀さおり

ほか（五十音順）

※決定次第、ホームページなどでお知らせします。
＜司

由紀さおり

会＞田村直之アナウンサー

観覧申込／入場無料ですが、事前にお申し込みが必要です。
以下のＮＨＫ釧路放送局のホームページからお申し込みください。
◆ＰＣ・スマホサイト

https://www.nhk.or.jp/kushiro/

⑵メールアドレス

⑷郵便番号・住所

⑸年齢

⑶電話番号
三山ひろし

【締切】６月８日㈫ 23時59分

○応募多数の場合は抽選のうえ、当選された方には入場整理券（１枚で２人入場可）を、
６月16日㈬頃に発送します。また、落選された方には、６月17日㈭15時以降に、落選
通知メールをお送りします。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お客様同
士の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させていただきます。
○ご応募は、お１人様につき１件に限らせていただきます。
○同一メールアドレスでの重複申し込みはできません。また、同一電話番号でお申し込み
いただいても１件として取り扱います。
○架空の応募者情報、もしくは応募者本人以外の住所、名前、電話番号、メールアドレス
でのお申し込みはお断りします。
○１歳以上のお子様から入場整理券が必要です。
○1 8歳未満の方が応募する際には、保護者の承諾を得たうえで、申し込みフォームに
「保護者の承諾の有無」と「保護者のお名前・電話番号」も必ず入力してください。
○入力内容に不備があった場合は、無効となりますのでご注意ください。
＊受 信拒否設定等をされている方は、あらかじめnhk.jpからのメールを受信できるよ
う、設定の変更をお願いします。また、フリーメールアドレスで申し込まれた場合は、
こちらからお送りするメールを受信できないことがあります。
放送予定／未定

日曜日

19時30分～20時59分＜ＢＳプレミアム／ＢＳ４Ｋ＞

※決定次第、ホームページなどでお知らせします。
問合先／

釧路放送局
ホームページ

主

詳細はホームページで
ご確認ください。

24時間自動音声案内（☎0154－44－4000）

https://www.nhk.or.jp/kushiro/

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、
釧路放送局

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信契約者情報との照合、
受信料のお願い、アンケートの送付に使用させていただくことがあります。
※新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により公演を中止する場合があります。その場
合、他の公演への振替はございませんので何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。また、事
情により出演者や演出など番組内容を変更する場合があります。そのほか、感染状況により、観覧
いただける方の地域を一部制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保健所など公的機関へお客様の情報を提供する場合があ
ります。その場合、当日ご来場いただいた方のお名前など詳細をお聞きすることがあります。ご協
力のほどよろしくお願いいたします。
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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。

◇ご入力いただく事項
⑴名前

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

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

航空自衛隊
北部航空音楽隊コンサート

中標津公演

と き／５月30日㈰ 17時開場 18時開演
２階席残りわずか‼※１階席は配付終了
ところ／しるべっとホール
プログラム（予定）
入場料／無料ですが、入場券が必要です。
●威風堂々第１番／E.エルガー
※全席指定、未就学児入場不可
●夜に駆ける／YOASOBI
＜枚数制限＞お一人様４枚まで
●ジャパニーズ・グラフィティXIX
※定員に達し次第配付終了
「ザ・ドリフターズ」メドレー 他
＜配布場所＞しるべっと
※
演奏曲は都合により変更となる場合が
※入場券配付時に来場者の氏名を確認します。
ございます。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

NEW AGE アマチュアバンド
フェスティバル 出演者募集!!!!
と

◎会場は、しるべっと町民ホール

※開場・開演時間

第252回 ロビーコンサート

コミュニティホール

参加料／１バンド3,000円

と き／５月15日㈯ 13時開演
出 演／TENCHO with ShiTENCHO（吹奏楽）
プログラム／「サウンド・オブ・ミュージック」
「we are the world」 ほか
主

調整中（午後～夕方を予定）

ところ／しるべっと

「 サウンド・オブ・テンチョウ 」

迎
ソロ）大歓
弾き語り（

き／６月27日㈰

申込期限／５月31日㈪
申込先／しるべっと（☎73－1131）
主 催／NEW AGEアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
※前日にダンスイベントを予定。詳細は実行委

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

員

五十嵐（☎080－6094－4405）まで。

◎中標津町吹奏楽団定期演奏会2021
～桜宴 ouen～
※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。

入場
◎一般社団法人 中標津青年会議所
無料
法教育セミナー
「知らなきゃ損！将来、役にしか立たないはなし」

と

き／５月15日㈯

12時開場

13時開演

と

き／５月23日㈰

18時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／高校生以上500円
小中学生300円
※当日各200円増し
※未就学児入場無料
主

催／中標津町吹奏楽団

◯歯の健康フェア～図画・ポスター展

ところ／しるべっとホール
主 催／一般社団法人 中標津青年会議所

と

き／６月４日㈮～11日㈮

ところ／しるべっと

問合先／荒井・久保田総合法律事務所
中標津支店 小田（☎72－8121）
※事前申込制。申込フォームはこちらから→

主

町民ホール

催／中標津町、中標津町教育委員会、
釧路歯科医師会
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16時

２０２１」

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
出

旧滑走路）

演／ THE BOYS&GIRLS（札幌）、KALMA（札幌）、四星球（徳島）、
ズーカラデル（東京）、NOT WONK（苫小牧）
、ハルカミライ（八王子）、
フラワーカンパニーズ（東京）、FREE KICK（苫小牧）

第４弾アーティスト

公式ＨＰ

キャンプサイト
情報など更新中！

最 終 発 表

金子智也

中標津町立中標津中学校 吹奏楽部

（札幌）

北海道中標津高等学校 音楽研究部
北海道中標津農業高等学校 農高太鼓局

札幌を拠点に活動中。シンガーソングラ
イターでありながら、テレビやラジオでも
大活躍中のエンターテイナー。

最終出演者発表は中標津町の学生３団
体。未来と可能性と希望が詰まったステー
ジになること間違いなし。

入場料／以下すべて税込み、未就学児入場無料。
・一般5,500円 ・学生1,000円 ※18歳以下対象。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）
※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 ※会場隣接エリア（徒歩圏内）の臨時駐車場になります。
プレイガイド／しるべっと
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

中標津町営体育施設 顧客満足度調査実施中！
今後の施設管理運営やサービス向上を目指し、アンケート調査を実施しています！
調査対象／中標津町営体育施設利用者
調査期間／上半期：令和３年４月１日～９月30日
下半期：令和３年11月１日～令和４年２月28日
※年２回のアンケート調査を実施。
調査結果／10月と３月に、全ての質問に対して施設から回答を行います。
回答内容は各体育施設に掲示します。
対象施設／総合体育館・武道館・温水プール・運動公園管理棟
◎各施設に設置していますので、ご協力をお願いします。
実 施 者／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

編集後記

▼ 五 月 と 聞 い て 思 い 出 す
のは、子どものころに標津
川 で 釣 っ た ア カ ハ ラ（ ウ グ
イ ）の こ と で す。釣 り 初 心
者だった私は、お腹があざ
やかな朱色の魚を見て、こ
んな魚がこの川にいるのか
と大変驚きました。家に持
ち帰り焼いて食べました
が、味はイマイチだったよ
うな。
今では釣りもやめ、何十
年もアカハラを見てはいま
せんが、今年も群れをなし
て川を上っていることで
（和田）
しょう。 

各生涯学習施設休館日のお知らせ
５月６日～６月７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、５月６日㈭、５月 17 日㈪、
６月７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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