開館から半世紀を迎えた郷土館
郷土館は今年で開館 50 年を迎えました。
貴重な資料を収集・保管展示して、町民の教育や
学術、文化の振興に役立てることを目的に、町民の
憩いの場所である丸山公園の一角に建設され、昭和
46 年７月に開館しました。
現在では、町外の施設に比べると古くて小さい郷
土館ですが、町指定文化財の「蛙意匠の土器」をはじ
めとする考古資料や、開拓期からの生活道具、旧標
津線の鉄道資料などを展示し、いつでも町の歴史が学べるよう通年〔無料〕で開館しています。
新型コロナウイルスの感染防止のため、現在は展示室を一部閉鎖し、休館日も当面の間変更する
などの措置を取っています。

小さなモノから大きなモノまで

所蔵資料の数は約50,000点に
これまで収集した資料は約５万点になります
が、郷土館に展示できる数は限られるため、多

町花エゾリンドウも見ごろに
郷土館前の花壇ではエゾリンドウの花が見ご
ろを迎えています。

くは収蔵施設で保管しています。保管されてい

町花でもあるエゾリンドウですが、最近では

る資料は、特別展での展示や子どもたちの学習

自生株の数が減って目にする機会も少なくなり

で使用したり、外部の調査研究活動で利用され

ました。

ることもあります。
また、緑ヶ丘森林公園内の野鳥観察センター
と開陽台展望館にも、郷土館所蔵資料の一部を
展示公開しています。

花壇に植えているのは、開発予定地から移植
した株や、種から育成した株です。
花が楽しめるのは、およそ９月中旬までで
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/

郷土館（☎ 72 － 2190）

◎新型コロナウイルス感染症の流行状況により、本紙掲載事業が中止または延期になる場合があります。

ロン」など、みんなが集まる事業はお休みして
います。小さなお子さんと一緒に気軽に遊びに
行ける場所が今は少ないかもしれませんが、も

こんにちは、るるるです。
中標津町でも徐々に新型コロナウイルス感
染症のワクチン接種が進んできましたね。しか

うしばらくお待ちください。
一時預かり事業は行っていますので、お子さ
んを預けたい時にはぜひご利用くださいね。

し、ワクチンを接種したからといって感染のリ
スクがゼロになるわけではありません。今まで
同様、マスクをしたり、手洗い・消毒がまだま
だ必要です。
厚生労働省では、２歳未満の子どもは息苦し
さを訴えたり自力でマスクを外したりするのが

「NPO 法人 子育てサポートネットる・る・
る」は、みんなが笑顔で子育てできるようお母

難しく、窒息や熱中症のリスクが高まるとして
マスクを着用させないよう呼びかけています。

NPO 法人子育てサポートネット る・る・る
中標津町東 14 条北１丁目 ☎ 72-3259

さんたちの子育てをサポートしています。

家庭教育・子育て支援情報

「る・る・る」では、町内のワクチン接種があ
る程度終わるまで「親子サロン」や「あいあいサ

平日９時～ 17 時まで
（土日祝日はお休みです）

小さなお子さんがいる家庭では、手洗いや消
毒を中心に感染予防に努めていくことが大事で
すね。歌を歌いながら手洗いをしたり、スタン
プのインクが消えるまで洗ったりと、楽しく手
洗いができる方法もいろいろ紹介されています
ので、お子さんも楽しく感染予防ができるとい
いですね。

るるるの
HP はこちらから→

教育相談センターのご案内
○ 相談内容
○ 相談時間
○ 相談方法

不登校、いじめに関すること、ご家庭で心配になっていることなど。
月～金曜日（祝日、年末年始除く） ９時～16時
【来 所】東７条北３丁目３番地 ※保健センターの隣。
【電 話】☎72－1717
【メール】町ホームページ→お問い合わせ（トップページの下にあります）→教育相
談センター より入力。

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◇スポーツ広場
◎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

と

一般対象

き／９月13日㈪・27日㈪
14時～15時

◎会場はすべて総合体育館です。

一般対象

問合先

13時30分～15時

◎くたくたミニテニスクラブ
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！

一般対象

13時30分～15時
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〒086－1148 中標津町緑ヶ丘６番地３
中標津町運動公園管理棟内
ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
クラブマネジャー 木 下 弘 之
TEL 72－8003 FAX 72－8009

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

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

体育施設ホームページ

クロカン・記録会2021

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

開催中止のお知らせ

10月17日㈰に開催を予定していたクロカン・記録会2021は、全国で新型コロナウイルス感染症の
感染が拡大している状況を踏まえ、開催の中止を決定いたしました。
参加を予定されていた皆さん、また関係者各位には心よりお詫び申し上げます。


（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

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。

第７回なかしべつミニテニス大会
と

き／10月17日㈰

開催中止と
なりました

と こ ろ／総合体育館
主

管／中標津町ミニテニス協会

第45回なかしべつスイミングフェスティバル
と

参加者募集

き／11月３日（水・祝）

と こ ろ／温水プール
対

象／町内の水泳少年団、サークル等に所属している方

参 加 料／１人500円（保険料・プログラム代含む）
申込期間／９月７日㈫～10月１日㈮
※９月21日㈫は休館日のため受け付け出来ません。
申込方法／・所定の申込書に必要事項を記入し、お申し込みください。
・水泳少年団・水泳サークル等に加入している方は、団体ごとにお申し込みいただきます。
（個別に申込書を提出する必要はありません。）
・参加できる種目は２種目までとします。
・高校生以下の参加については保護者の承諾が必要です。
・競技への参加は個々の泳力を判断の上、お申し込みください。
くわしくは温水プールで配布している開催要項でご確認ください。

主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団・中標津水泳協会
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体育施設ホームページ

開催中止と
なりました

財団主催教室

教室に関わる問い合わせ

総合体育館（☎72－2316）

いきいき筋力トレーニング教室
と

き

10月６日、13日、20日

対

象

毎週水曜日

総合体育館
シニア世代の方

受 講 料

大会情報！

600円

き／10月３日㈰

定

員

申込締切

８人（先着順）
９月22日㈬

くわしくは総合体育館で配布している開催要項でご確認ください。

第53回中標津バレーボール大会
と

10時30分～11時30分

トレーニング室

※軽運動が可能な方

※全３回分、保険料含

全３回

第１部

第45回中標津町ソフトテニス大会
と

参加者募集

き／10月10日㈰

参加者募集

と こ ろ／総合体育館

と こ ろ／町営テニスコート・町営ふれあいテニスコート

申込締切日／９月17日㈮

申込締切日／９月26日㈰

主

主

管／中標津町バレーボール協会

管／中標津ソフトテニス協会

第45回中標津バドミントン大会
と

き／10月24日㈰

と こ ろ／総合体育館
申込締切／10月12日㈫
主

管／中標津バドミントン大会実行委員会

新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします
すべての町営スポーツ施設で「手指消毒・マスク着用・３密回
避」の取り組みなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して
行っています。基本的な対策は統一しておりますが、競技性の違
いなどにより施設によっては対応方法が異なる場合もあります。
初めてご利用される方などには随時職員よりご説明させていた
だいておりますので、みなさんが安心・安全にスポーツができるよう、各種対
策にご協力をお願いいたします。
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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。

と こ ろ

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

図書館情報

珈琲のおいしい朗読会

９月の展示

朗読アナウンスサークルえくすぷりーどによ
る朗読を、本格ドリップコーヒーと共にお楽し

一般展示 『カワイイ動物♪動物愛護週間』

みください。
と

き／10月３日㈰

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

ところ／しるべっと
定

14時～

★９月20日～26日は「動物愛護週間」です。
動物の意外な生態に関する本や、カワイイ写
真集を展示・貸し出しします。

※30分程度

コミュニティホール

員／先着30人（事前申し込み）

児童展示 『動物いろいろ！』

入場料／無料

★動物っておもしろい！たくさんの動物たちの
生態や特徴が集まった本、ほのぼのする絵本
や物語などを楽しんでください♪

申込期間／９月13日㈪～26日㈰
申込・問合先／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

プチ展示 『敬老の日読書のすすめ』

内容の変更、中止または延期になる場合があ

『働くってどんなこと？』

ります。

古本を集めています
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へお持ちください。量が多い場合は、ご自宅へ受け取りにう
かがいます。
※ご自宅へうかがう際は感染症対策として、玄関先でのお受け取りのみとさせてい
ただきます。


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

開催報告

※全集・図鑑・辞書・辞典は対象外としています。

開催報告

7/24

第１回わくわく★チャレンジ教室

納涼おはなし会

「夜の図書館

7/25

「つかめる水？
！プルプル水風船を
つくってあそぼう！」

怪談ツアー」

夜の図書館で、３つの怖いおはなしをめぐる怪

入れ物がないのにつかめる？！まほうのお水で

談ツアーを行いました。怖いおはなし、最後まで

水風船を作りました。プルプルの水風船、みんな

みんな聞けました♪

上手にできました♪

たくさんのご参加、ありがとうございました。

たくさんのご参加、ありがとうございました。
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文化会館ホームページ

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

（寄席公演）
「彩り特選会」
日本一忙しい落語家の１人・柳家喬太郎さん、別海町出身の

柳家喬太郎

柳家やなぎさんらによる寄席公演。しるべっとホールでお楽し
みください♪
と

き／10月９日㈯

13時15分開場

14時開演

ところ／しるべっとホール
出

演／柳家喬太郎、桂文三、柳家やなぎ、三増紋之助

入場料／3,000円
※全席指定、税込み、当日500円増し。

チケット
販売中!!

※未就学児入場不可。

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

プレイガイド／しるべっと

アメリカの格差社会をテーマにした舞台。戸田恵子さんの生命力溢れる
演技にご注目ください！
と

き／ 10 月 17 日㈰

13 時 15 分開場

14 時開演

チケット
販売中!!

ところ／しるべっとホール
出

演／戸田恵子、長谷川初範、サヘル・ローズ、
木村有里、阿知波悟美、小泉駿也

入場料／一般 3,500 円

高校生以下 1,500 円

※全席指定、税込み、当日 500 円増し。
※未就学児入場不可
※託 児サービスあり。ご希望の方は 10 月７日㈭
までに、しるべっとへ申し込みください。
プレイガイド／しるべっと

THE BOYS&GIRLS 全国ツアー“town
と

き／11月23日（火･祝）

ところ／しるべっと
出

16時30分開場

17時開演

コミュニティホール

to town 2021”
チケット
販売中!!

演／THE BOYS&GIRLS

GUEST／ミクロ（中標津高校音楽研究部）
入場料／3,300円
※全自由、税込み、中学生以上有料。
プレイガイド／しるべっと（窓口販売のみ／20枚限定）
主

催／株式会社マウントアライブ

共

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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ほか

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。

演劇「グッドピープル」

生涯学習・文化芸術情報

第44回

文化講演会

「ウィズコロナ・アフターコロナの展望」
ＷＨＯ（世界保健機関）での経験などを基に、公衆衛生学の専門家として
メディアで情報発信を続ける豊田 真由子さんをお招きし、新型コロナウイ
ルスの感染拡大を個人レベルで抑える方法や、どうすれば感染拡大を抑えな
がら経済活動ができるかなど、お話しいただきます。
と

き／11月16日㈫

18時15分開場

19時開演

開催決定!!

ところ／しるべっとホール
講

師／豊田

真由子（元厚生労働省官僚／元衆議院議員）

入場料／一般1,500円

学生1,000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。
プレイガイド／しるべっと

参加者募集中!!

９月15日㈬

９時～販売開始

おいしい♪楽しい♪秋のしるべっと料理教室

ご家庭でもなじみのある「中華」「韓国」料理を学びませんか？料理初心者の方や今の料理にひと
工夫加えたい方、どなたでも大歓迎です。（麻婆豆腐・チャプチェなどを予定）
と

き／10月30日㈯

ところ／しるべっと
定

①13時～16時

②18時～21時

実習室

講

師／袰田 眞弓 氏（専門調理技能士）

対

象／一般成人

員／各回７人（定員に達している場合はキャンセル待ちとなります）

受講料／1,500円

持ち物／エプロン、三角巾、手拭きタオル

申込・問合先／しるべっと（☎73－1131）

申込締切日／10月19日㈫

※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。

◎第７回なかしべつ恭子バレエスタジオ
定期公演 兼 第３回J＆K

Ensemble en Ballet 定期公演

○第44回北海道中標津高等学校
吹奏楽部定期演奏会

と き／９月25日㈯ 17時30分開演
入場
無料
ところ／しるべっとホール
主 催／中標津高等学校吹奏楽部
※招待制

と き／／９月13日㈪ 19時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／1,000円 ※当日500円増し
（プログラム付き）
主 催／なかしべつ恭子バレエスタジオ
J＆K Ensemble en Ballet

○日本習字
と

○第30回藤井美智子門下生ピアノ発表会
と き／９月26日㈰ 13時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／PIACERE（ピアチェーレ）

大志・青露教室「たなばた展示会」（８月から延期開催）

き／９月13日㈪～19日㈰
※最終日は17時まで。

ところ／しるべっと ギャラリー廊下
   主 催／日本習字 大志・青露教室
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入場
無料

「海鳥調査から見た、知床・野付・
根室・北方領土」

原稿募集中!
今年も「中標津文芸」（12月発刊予定）原稿

知床半島から野付

募集の締め切りが近づいてきました。たくさんの

半島・根室半島そし

投稿をお待ちしています。

て北方領土の国後

募集内容／俳句、川柳、短歌、詩、自分史、

島・択捉島・色丹島

随筆、創作、評論

で行ってきた海鳥の

は在住経験のある高校生以上の方。

ぞれの地域での生息

応募期間／９月30日㈭まで

状況や魅力の違いをお話しいただきます。

問 合 先／しるべっと
と

き／９月30日㈭

ところ／しるべっと
講

メール zaidan-bunkakaikan@zncs.or.jp

第２研修室（予定）
代表

中標津文芸編集委員会宛

☎73－1131

19時開始

師／知床海鳥研究会

など

応募資格／中標津町および根室管内在住者、また

調査について、それ

（ケイマフリ）

第37号」

福田佳弘氏

申込方法／し るべっと窓口、または電話（☎73－

最新号（第36号）も好評販売中！

1131）で申し込みください。

しるべっとほか、町内各書店などでお求めくだ
さい。（定価800円）

聴講料／1,000円

木工体験で
子どもたちがパズルを作成

楽しい木工芸教室 <夏休み編>

８月３日、緑のふるさと研修舎で「楽しい木工芸
教室」
（主催：木工芸サークル、共催：町教育委員会）
を開催しました。
午前と午後の２コースが設けられ、合わせて８人
の小学生が参加し、木工芸サークルの会員による指
導のもとパズル作りに挑戦しました。糸ノコを使っ
て板に描いた絵を切り出す場面では、切り過ぎに注
意して慎重に板の向きを調整し、真剣な表情を見せ
ていました。仕上げに紙やすりをかけ、全員無事に
作品を完成させることが出来ました。暑い中での作
業でしたが、夏休みの楽しい１日となりました。

編集後記

間に窓 を開 けて、送 風 機で

▼ 我 が 家にはエアコンが な
いので、夏 は 夜 の 涼 しい時

外の空 気を取り込み、昨 今

の夏の夜を凌いでいます。

先日、非 常に寝 苦しい夜
が あ り、汗 だ くに なって 深

夜に起 きたのですが、どう

やら送風機を温風モードに

人熱帯夜状態でした。

して寝てしまったようで、一

房の確 認はしっか りし ない

こ
 れから過ごしやすくな
る季 節になりますが、冷 暖

といけませんね。 （
 三浦）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
９月６日～ 10 月５日
各施設は９月 12 日㈰まで臨時休館しています。
13 日㈪以降の休館日は、つぎのとおりです
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、９月 21 日㈫、10 月４日㈪
です。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日ですが、
祝日の場合は翌日となります。
郷土館は当面の間、土・日・祝日を休館日とします。

8

生涯学習・文化芸術情報

「中標津文芸

第15期ナカシベツ大学のご案内

