平成27年度

児童クラブ登録児童募集

児童館では、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「児童クラブ」を開設しています。
登録を希望される方は、最寄りの児童館で申込用紙等を受け取り、受付期間内
に申し込みください。申込時に面談を行いますので、時間に余裕を持ってお越し
ください。
また、新入学児童を対象に今月開催する一日入学説明会においても、概要・申込
方法等の説明をし、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、児童館に問い合わせください。

受付期間
受付時間
対象期間
対
象

２月４日㈬～20日㈮※日曜・祝日は除く
午後１時から５時まで
平成27年４月1日～平成28年３月31日【１年間】
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1,800円
そ の 他 ・就労等の家庭状況により入会を決定し
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係
☎73－3111（内線224）

児童館事業の様子
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【 申 込 先 】
東 児 童 館

西 児 童 館

なかよし児童館

わんぱく児童館

計根別児童館


東８南３
☎73－2996
【児童クラブ 定員 90人】
西５北３
☎72－3039
【児童クラブ 定員 70人】
東14北４
☎73－5569
【児童クラブ 定員 40人】
西町５－１
☎72－7273
【児童クラブ 定員 40人】
計根別北１西１☎78－2539
【児童クラブ 定員 30人】

※にこにこ児童館では、児童クラブを実施し
ていません。

中標津町 優秀賞の主張から
（平成26年12月１日 中標津中学校）
大会

本大会では、中標津中３年 飯田峻大さん、
広陵中２年 山本碧さん、広陵中３年 大内美
穂さんの３人が優秀賞に選ばれました。
紙面の都合上、飯田峻大さんの主張のみの掲
載となりますので、ご了承ください。

優秀賞 「いじめと向き合って」


中標津中学校

３年

「いじめをなくそう」ポスターに書かれた、そ
んな言葉。
「独りで悩まないで」そう言われたっ
て、相談なんて、簡単にできるものではありま
せん。そんな単純なものではない。
まるで、窓も扉もない密室に閉じこめられ
た、そんな感覚に襲われました。このままでは
いけない。わかっていても、リスクを負うのが
怖くて行動できない。周りの人に助けを求めよ
うとしても、周りの人にだってリスクがあるか
ら、求められない。
小学校のクラブ活動で、先輩の悪口から始
まった僕へのいじめは、次第にエスカレートし
ました。怖くて、活動する教室の扉を開けるの
をためらう毎日。今日も嫌な思いをするんだろ
うな。もうやめたい・・・。
先生に相談したら、いじめの事実を確認し
て、いじめている人を叱ってくれるかもしれま
せん。でも、いじめている人自身が抱えている、
ストレスや心の闇はきっと解消されないし、何
よりも、人の手を借りて無理やり解決しようと
しても、すぐに「仲良く」なんてできるはずが
ない。結局僕は、何も変えることはできないと
決めつけ、諦めていました。
そんな時、ある同級生から「最近元気ない
じゃん。どうしたの。
」と声をかけられました。
嬉しかったです。僕は、精一杯の作り笑顔で、
「大丈夫。大丈夫。
」と答えました。いじめのこ
とを相談したら、今度はその同級生もいじめに
巻きこまれる可能性があるからです。でも、暗
闇の、苦痛の中にいた僕の心には、その言葉が
どんなに大きなものだったか。同じような経験

飯田

峻大

をしたことがある人な
ら、わかるはずです。
皆さんは、どのよう
にしたらいじめはなく
なると思いますか。周りが気づいて、声をかけ
ればいい。いじめられている人が、勇気を出せ
ばいい。本当にそれだけで、いじめはなくなる
のでしょうか。
いじめは半年程続きましたが、僕は、面と向
かって「やめて」という覚悟を決めました。や
がていじめは落ちつき、いじめていた人とも、
以前と同じように、話せるようになりました。
でもそれは、僕一人で解決できたのではあり
ません。
「大丈夫」と感じさせてくれる、同級生
のさりげない言葉。必要以上にでしゃばること
なく、見守ってくれた家族。友達や地域の人達
と一緒に遊ぶ時間。
そんな心の居場所が、他にあったからこそ、
一時は辛かったクラブ活動でも、最後にはよい
思い出を作ることができました。
いじめは複雑で、解決するのは、想像してい
るよりも遥かに難しいと考えるべきです。しか
し、もしそれから目をそらしてしまっては、解
決はもはや不可能になってしまうでしょう。だ
からこそ、全員がいじめという問題に向き合っ
て、自分の意見を出し共有することが、必要な
のではないでしょうか。結果として、
「自分は一
人じゃない」
「世の中には楽しいことがたくさ
んある」
「生きていてもいいんだ」とみんなが感
じられる世の中にすることが大切なのだと、僕
は思っています。
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学校の情報

少年の主張

学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

日

時

保護者と町民の皆さんへ

○学校のようすを見に行きましょう。
○学校といっしょに子どもたちを育てていきましょう。

内

容

計根別中学校
☎78－2052

２月18日㈬
13：40～14：30

学習参観日

中標津小学校
☎72－2565

２月18日㈬・19日㈭
20日㈮・25日㈬
13：30～14：15

学習参観日
18日…高学年・19日…低学年
20日…中学年・25日…あおぞら

武 佐 小 学 校
☎74－2004

２月19日（木）
13：25～14：10

学習参観日

丸 山 小 学 校
☎73－4411

２月19日㈭・20日㈮
13：35～14：20

学習参観日
19日…１～３年・みどり
20日…４～６年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

２月26日㈭
13：40～14：25

学習参観日

中標津東小学校
☎72－3314

３月３日㈫・４日㈬・５日㈭
13：30～14：15

学習参観日
３日…低学年・４日…中学年
５日…高学年

西 竹 小 学 校
☎73－7247

３月６日㈮
12：50～13：35

学習参観日

計根別小学校
☎78－2062

３月９日㈪
13：40～14：25

学習参観日

参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

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
スポーツ広場

スポーツ体験広場

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）
と

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◎長靴アイスホッケー広場

と き／２月７日㈯ 午後１時30分～３時
ところ／中標津町運動公園アイスホッケー場

き／２月18日・25日・３月４日
毎週水曜日 午前９時～10時30分

ところ／中標津体育館

アカデミー行事

◎ミニテニスをやってみる会

◎第９回かんじきまつり

と

き／２月６日・13日・20日・27日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

と

き／２月28日㈯
受付 午前９時30分 開会式 午前10時
ところ／道立ゆめの森公園
問合先

◎さわやか体験広場
と

き／２月18日・25日
毎週水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校体育館
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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 澤 野 㓛
TEL 72－8003 FAX 72－8009

体育施設ホームページ

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

ＳＰＯＲＴＳ講演会
Ｎｅｗ身体づくりの
サイエンス

日々進化し続ける身体作りの重要性を理解し、
今後のさまざまな活動の糧としよう！

と

キッズ 締切間近!
サッカー教室

対

象／スポーツ実践者やスポーツ指導者、
ならびにスポーツ栄養学に興味のあ
る方。
定 員／100名
申込期間／２月23日㈪～３月25日㈬
※中標津体育館窓口にて所定の申込
用紙に記入のうえ、申し込みくだ
さい。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
問合先／中標津体育館 ☎72－2316

対 象／町内の年中児～年長児
定 員／各コース35名
参加料／500円（保険料を含みます）
申込締切／２月12日㈭
※中標津体育館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。
※定員を超えた場合は主催者側にて抽選
を行います。参加者が少ない場合は中
止となります。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津サッカー協会

たくさんの友だちと一緒に、ボールとふれあ
い、サッカーの楽しさを体験しよう！
と

き／２月21日㈯
①午前10時～12時
②午後１時～３時
※どちらか１コースを選んでください。
ところ／中標津体育館

平成27年度

平成27年度

町営体育施設等の利用予定について

温水プールスポーツサークル
登録のお知らせ

施設の円滑な運営を図ることを目的に、体育
施設の利用予定を把握しています。平成27年度
（４月１日～翌３月31日）に町営体育施設等の
利用（スポーツ大会・各種イベント）を予定して
いる団体は、下記のとおり体育館までご報告くだ
さい。※サークル活動・練習会はのぞきます。
対象施設
中標津体育館・温水プール・武道館・町営テニ
スコート・町営野球場・運動公園（芝生広場・
球技場・球場など）
提出締め切り
２月20日㈮午後５時まで
※体育館窓口で配布している用紙にご記入のう
え、提出してください。
問合先 中標津体育館 ☎72－2316

３月１日より、平成27年度の温水プールス
ポーツサークル登録の受け付けを開始します。
４月より温水プールで定期的に活動を予定して
いるサークル（団体）については、登録手続きを
行う必要があります。
本登録は温水プールをより安全にご利用いただ
くため、また適切な使用許可と管理運営を行うこ
とを目的としています。
登録方法

所定の用紙に必要事項を記入し、温水
プールに提出してください。
問 合 先 中 標 津 体 育 館 ☎72－2316
温 水 プ ー ル ☎72－7001
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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、体育館（☎７２―２３１６）まで。

き／３月28日㈯
開場時間 午後６時30分
入場
講演時間 午後７時
無料
終了時間 午後９時
ところ／しるべっと コミュニティホール
講 師／桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部
とも の ぶ
教授 桜井 智野風 氏
資 格：日本オリンピック委員会公認コーチ
国際陸上競技連盟レベルⅠ講師
日本体育協会公認コーチ

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

わくわく☆チャレンジ教室

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

『豆本ノートを作ろう！』 参加

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

手のひらサイズの小さな
き／①２月21日㈯ 午後３時～４時

オリジナルノートを作ろう！
②２月22日㈰ 午前11時～12時
ところ／①しるべっと２階 第１研修室
②中標津町交流センター（計根別） 会議室
対 象／小学生（１～６年生）
定 員／①15名
②10名 ※定員を超えた場合は職員による責任抽選
締 切／２月13日㈮
申込先／①、②いずれの参加も中標津町図書館
（☎73－1121）まで
と

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

カレンダーもってく会？
地域企業、地域住民から提供していただいた

蔵書点検のため、下記の期間は休館いたします。
期間中、返却本は図書館入口前の返却ポスト
へご返却ください。
※ＣＤ・ビデオは開館時直接カウンターへ
お持ちください。

不要カレンダーの無料配布を行っています。
期

間／２月末まで開催中
※配布カレンダーがなくなり次第終了

場

無料

所／中標津町図書館

その他／・個数に制限はありません。

期間

・期間中の休館日は配布できません。

３月２日㈪（通常休館）
３月３日㈫～７日㈯（特別休館）

２月の展示
一般展示 『お片付けお助け隊』

児童展示 『どうして風邪をひくの？

～体のふしぎ～』

★整理整頓の本を読んで、
片付けスキルアップ！

プチ展示

★風邪をひく原因を調べてみよう！

「猫の日」
「バレンタインデー & ホワイトデー」

郷土学習情報

郷土館発 !

vol.140

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

２月のできごと

昭和46年２月（44年前）
昭和51年２月22日（39年前）
昭和27年２月15日（63年前）
２代目の中標津郵便局舎が新築落
落成した中標津農業協同組合の事 第１回のなかしべつ冬祭りが開催
成（写真は昭和30年代後期に撮
影されたものです）
務所と店舗
（会場は体育館前の広場でした）
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平成６年２月（21年前）
２代目中標津大橋の取り壊し工事
（現在の大橋は平成８年２月から
供用が開始されました）

文化会館ホームページ

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

中標津町総合文化会館開館20年記念事業

（平成26年７月１日で開館から20年を迎えました）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

０才からのクラシック中標津公演

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

おむつ交換、授乳スペース完備でママさんも安心♪０才のお子さ
まから大人まで楽しめる約１時間のクラシックコンサートです。
と

き／３月29日㈰

午前10時30分開場

午前11時開演

ところ／しるべっとホール
出

演／鵜木絵里（ソプラノ）、荒川

!

販売中
チケット

洋（フルート）、海野幹雄（チェロ）、中川賢一（ピアノ）

入場料／大人1,500円、中・高校生500円、小学生以下300円

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

※全席指定、税込み、当日同料金
※０才のお子さまからチケットが必要です。
別海町中央公民館
主

催／ （一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／０才からのクラシック中標津公演実行委員会

協

賛／ソニー株式会社、ソニー生命保険株式会社

後

援／中標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、ＦＭはな、BEGiNNER

開陽台 Spring has come!
セミナー サクソフォーン☆あらかるとコンサート

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

と き／３月５日㈭ 午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
出 演／平賀真奈美（Sop/Alt）、木下祐菜（Alt）、村上裕真（Ten）、木村真（Bar）、小山雪絵（Pf）
入場料／大人1,000円 小人（高校生以下）700円 当日各300円増
◎前売券は、しるべっとにて販売中。 ◎未就学児童は無料です。
主 催／開陽台セミナー実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
後 援／中標津町教育委員会、釧路地区吹奏楽連盟、釧路地区吹奏楽連盟根室支部
協 賛／よしや楽器店

平成27年度

開催事業等助成金の
希望団体募集

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団では、文化の振興普及を目的
とした開催事業等の助成金交付希望団体を募集します。平成27年度
（平成27年４月～平成28年３月）に交付を希望される団体は、お早
めにお申し込みください。

○開催事業等助成金
対 象～財 団加盟団体・文化振興の目的で事業開催の為に
組織された町民主体の実行委員会など。
事 業～講 演会、研修会、舞台発表会、展示会、出版物の発
行など。
ただし、例会や毎年恒例のイベントなどは除きます。
このマークがついている事業では、
電話予約 (☎73 1131〔しるべっ
と〕
）
をすることができます。

助成の決定や金額は、事業計画を審査のう
え決定します。くわしくは下記までお問合わせ
ください。
問合先／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
文化振興係（☎73－1131）

このマークがついている事業では、
車椅子席・付添者席があります。
ご希望の方はチケット購入時にお
申し出ください。
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このマークがついている事業では、
託児サービス(子ども１人 1,000 円 )
があります。ご希望の方は公演の
10 日前までにお申し出ください。

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／しるべっと、標津町生涯学習センターあすぱる、

生涯学習・文化芸術情報

オールディーズ 「あの時君は若かった」

ロビーコンサート

アマチュアバンドフェスティバル
と

午後１時開場
ところ／しるべっと
出

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

入場無料

き／２月15日㈰

第185回 ロビーコンサート

午後２時開演

「別海ミュージックボックス」

コミュニティホール

演／ラボラバンド、クロス、ＣＡＶＥＲＮ、

と

ＰＰＹＭ、ザ・プロジェクト
主

午後２時開演

ところ／町民ホール

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

出

オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会

演／別海町音楽サークル

プログラム／「アナと雪の女王メドレー」「情熱大陸」ほか
第186回 ロビーコンサート

平成26年度

「サックスとピアノの発表会」

釧根地区公民館共同事業巡回展
二科会写真部北海道支部

と

き／２月21日㈯

と

写真展移動展

き／２月28日㈯

午後２時開演

ところ／町民ホール
出

き／２月27日㈮～３月３日㈫
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと 町民ホール・ギャラリー廊下
主 催／北海道公民館協会釧根支部

演／中谷真理（TEAM-SAX）、川東若奈(ピアノ)

プログラム／「let it go～ありのままで～」「花は咲く」ほか
主

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

※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。

○中標津しらかば学園

○中標津東小学校スクールバンド部
第４回定期演奏会
と

き／２月11日（水・祝）

【ステージ発表】合唱、カラオケなど

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

と

目／「コロニアルコラージュ」ほか

主

催／中標津東小学校スクールバンド部育成会

と
主

○根室地域ケア研究会講演会
岡田しげひこ先生の「生活改善のための福
祉用具～入浴～」
き／２月21日㈯

き／２月25日㈬～３月３日㈫

主

催／根室地域ケア研究会

入場
無料

例

き／２月22日㈰

催／中標津しらかば学園 学園祭特別実行委員会

会／火曜日【１～５年生】午後４時～５時30分
【６年生～大人】午後５時30分～７時

◎第29回中標津合唱祭「雪どけ」
と

ギャラリー廊下

○釧路バレエ・アカデミー
中標津恭子スタジオスワンの会
会員募集中（体験レッスン大歓迎！）

午後１時30分開演

ところ／しるべっと コミュニティホール

コミュニティホール

【展示部門】ちぎり絵、陶芸、文芸など
ところ／しるべっと

と

入場無料

き／２月25日㈬ 一般公開：午前10時～正午

ところ／しるべっと

入場
無料

曲

学園祭

土曜日【３才～１年生】午前11時～12時

午後１時開演

【１年生～大人】正午～

ところ／しるべっとホール
入場料／500円（自由席）※小学生以下無料

会

主

問合先／事務局：高橋☎72－0002

催／中標津合唱祭実行委員会
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場／スポーツピア２階

交流センターホームページ

計根別

交流センターでは、計根別地域在住の小中

生涯学習情報

学生を対象としたイベントを開催します！

○子ども将棋教室

○第６回新春計根別下の句カルタ大会

と

き／２月５日、12 日、19 日、26 日、
３月５日、12 日
毎回木曜日（全６回）、午後６時～８時
ところ／交流センター 研修室１・２
対 象／計根別地域在住の小中学生
申し込み／交 流センターまでお申し込みくだ
さい。
※当日参加、中途参加可能。
受講料／無料
定 員／ 20 名程度
主

郷土館
巡回展

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

と き／２月 15 日㈰ 午前 10 時～午後２時
ところ／交流センター 研修室１・２
対 象／計根別地域在住の小中学生
定 員／３ 人１組で小学生、中学生それぞ
れ３チーム程度
申し込み／２月 13 日㈮午後５時までに交流セ
ンターへ、お申し込みください。
※個 人で申し込みされた場合は、
当日チームを調整します。
参加料／無料

催／ （ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

問合先／交流センター

☎ 78 － 2270

↙ⅺↆ↨↓ᣚᠾ૨҄⇷⇳∑ޒ
↙ⅺↆ↨↓ᣚᠾ૨҄⇷⇳∑ޒ
と

き／２月 12 日㈭まで開催中

午前９時から午後 10 時まで

ところ／中標津町交流センター

主

催／中標津町郷土館

冬ならではの楽しみがいっぱい！
ソリ、チューブ、歩くスキーは無料で貸し出しています

ƫǓǕ

チューブ・ラフティングは小学生以上が対象です

冬期のゲート開閉時間は午前８時～午後６時、ビジ
ターセンター開館時間は午前９時～午後５時です。
雪は友だち !! 冬遊び場を開放しています。
①ソリ・コース、チューブ・コース
駐車場からの階段左側。
②歩くスキー初心者コース
パークゴルフ場周囲、翼とふれあいのゾーン
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
毎週日曜日、午後１時～１時 30 分
センターゾーン「くじらの海」

○くわしくは、管理事務所または下記ホームペー
ジ、ブログで最新情報をご確認ください。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~yumemori/
道立ゆめの森公園フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yumenomori
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

編集後記

先月、地元釧路の成人式
に参加してきました。

▼

（輪島）

久々に同級生たちにも会
うことができ、わいわいと
話も盛り上がり、学生時代
のいろいろな思い出がよみ
がえって、非常に懐かしい
気持ちになりました。



つぎは何年後になるかわ
かりませんが、また同窓会
で集まることが楽しみにな

りました。

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 16 日㈪、３月２日㈪です。
毎月、第１・第３月曜日が休館日です。なお、図書館は
蔵書点検のため、３月３日㈫から７日㈯まで、特別休館
します。
郷土館の休館日は、２月９日㈪・12 日㈭・16 日㈪・23
日㈪、３月２日㈪です。原則、毎週月曜日と祝日の翌日
が休館日です。
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一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

