スポーツ少年団団員募集!
学校や学年の枠を超えて多くの仲間と交流ができ、スポーツを通して
社会の一員として活動をします。
スポーツ少年団名

中 標 津 水 泳

募集対象
小中高生

（25m泳げること）

練習日程

練習場所

毎週火～金
18：00～19：30
毎週土
14：00～15：30

小学１～３年生

毎週水
18：00～20：00
毎週土
9：30～11：30

中標津町柔道

小中学生

毎週水・金
18：00～19：30

中標津町空手道

小中学生

中標津町剣道

中標津ミニバスケットボール

小学生

小中学生

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

※時間は学年や時期に
より変動

費

年会費 10,000円
月コース料

4,000円

◦防具、用具一式
（45,000円程度）
※防具は概ね小学校卒業
まで使用できます。
※初心者は最初、竹刀の
み使用。

月会費

◦柔道着
（7,000円～10,000円程度）

月会費
1,000円
（登録・保険料別
途）

◦空手道着
（8,000円程度）

年会費 14,000円
（登録・武道館
使用料別途）

館

◦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）

運動公園
睦運動広場
体育館など

◦ボール
◦シューズ
◦レガ―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）

武

道

館

※見学随時

毎週
月・水・土 他

会

◦キャップ
◦ゴーグル
◦ビート板

温水プール

毎週火・木
18：00～19：30
毎週
火・木・金・土 他
17：30～19：00

用具・費用など

（各自で用意するもの）

体

育

1,000円

申込・問合先／町体育館または焼肉万景（五十嵐）☎72-１９２９
締切日:４月４日㈯

原則毎週水
17：30～19：00
毎週土
10：00～12：00

運動公園
体育館など

◦種目によって必要なもの

年会費 8,500円
（兄弟入校者 8,000円）
（新規入校者 9,500円）

申込方法
・中標津町スポーツ少年団本部(中標津体育館窓口)にて、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。
スポーツ少年団についての問い合わせは、中標津町スポーツ少年団本部（中標津体育館☎72－2316）まで!
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学校給食費の未納について

教育委員会では市街地校の体育館を、学校教育に支
障のない範囲で、下記のとおり団体のスポーツ活動に
開放します。
・開放期間 今 年５月から10月まで（土・日曜日、
学校行事で使用できない場合を除く）
※祝日も開放
・開放時間 午後７時から９時30分まで
・対
象 10人以上の団体
・使 用 料 夜間１時間（バドミントンコート１面あ
たり）216円（税込み）
・利用方法
〈市街地５校（中小・東小・丸小・中中・広中）を利
用する場合〉
 定期的な利用を希望する団体が対象で、事前に
登録が必要です。
 希望団体は４月10日㈮午後５時までに、所定
の用紙（教育委員会にあります）で教育委員会に
お申し込みください。
 申込団体を対象に、４月17日㈮午後７時より
役場にて説明会を行います。
問合先／社会体育係 ☎73－3111（内線276・277）
※〈上記以外の学校を利用する場合〉
 利用日の７日前までに、学校に直接お申し込み
ください。
 利用申請書は各学校にあります。その後、管理
課学校施設係で許可を決定します。

学校・幼稚園だより

学校給食は、児童生徒の望
ましい食習慣の形成や食育の
推進を図るため、保護者の皆
さんが納める給食費で食材等
を購入し運営しています。
平 成 25 年 度 決 算 に お け る 未 納 件 数 は 94
世 帯、151 件、未 納 額 は 過 去 の 分 も 合 わ せ て
8,102 千円と昨年度より増加しています。
大部分の保護者は、給食費を完納しています
が、一部に未納の保護者がいます。
「納めてい
る者が、馬鹿を見る」ようでは良くありません。
特に未納額が多く支払う意思がないような未納
者については、法的な手段も検討します。
今後、通常の夜間徴収などのほか、保護者の
納付意識の向上を図るため、
「学校給食申込書」
制度を導入するとともに、各学校・ＰＴＡ等と
も連携し、収納対策に取り組みます。
問合先 中標津町学校給食センター
☎ 72 － 2673

えがお､ かがやけ!
中標津ひかり幼稚園 〜楽しく体を動かそう〜
の親子競技や親子雪あそびなど、来園していただ
き、親子で体を動かす活動もあります。
孤立した育児をするのではなく、保護者同士が声
を掛け合って親しくなり、自分の子どもだけでな
く、クラスメートの成長も共に喜び合う保護者に
なって欲しい。スキンシップが重要な幼児期に、十
分甘えさせてあげ、親子の絆を深めて欲しいと願っ
ているからです。

園庭の積雪は多くて、除雪による壁も例年より高
い今年の冬です。 「雪あそびしたい」と、毎日希望
する園児たちは、身支度をして園庭に出ると、友だ
ちや先生と雪山から大小さまざまなシートで滑った
り、深く掘って温泉ごっこ、かき氷作りや宝物集め、
壁をよじ登ったり歩いたりの探検ごっこなど、寒さ
に負けず、工夫してさまざまな遊びを楽しんでいま
す。
今年もポニー同好会の皆さまのご協力で、馬そり
と乗馬を体験することができました。
文部科学省が示している『幼児期運動指針』に、
幼児はさまざまな遊びを中心に、毎日、合計 60 分
以上、楽しく体を動かすことが大切です！とありま
す。
入園当初から、
「ハイハイ」
「おふね」
「ワニ」
「くる
まやさん」などホールでの運動の時間や、おにごっ
こや縄とび、広い園庭を駆け回ったり、ケンパや
サッカー、鉄棒やブランコ、山から転がったりして、
体を動かす活動を多く取り入れてきました。
専任の講師による、柔軟体操・マット、とび箱な
どの器械運動・ドッジボール、縄とびの指導を受け
る体育保育も導入しています。
また、親子体操、参観日での親子製作、運動会で

新年度も『キリスト教主義の精神を基礎として、
一人ひとりの人格を尊重し、心身共に健全な幼児を
育てる』の保育方針により、
「運動神経がよくなる
36 の基本動作」を研究課題に、さらに楽しみながら
体を動かす保育活動を計画実践していきます。

（園長 篠永光代）
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学校の情報

（前期）

学校開放事業 の利用団体募集

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

◇ふまねっとで介護予防

◎ミニテニスをやってみる会

と

き／３月９日㈪・23日㈪
午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館 ２階体育室

と き／３月６日㈮ 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

◇軽体操でさわやか気分!!

◎ジュニアミニテニスクラブ
第２回テルイジュニア・ファミリーミニテニス交流会
と き／３月28日㈯ 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館
問合先

と

き／３月９日㈪・23日㈪
午後１時30分～３時
ところ／しるべっと 展示室

〒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

４月１日からラジオ
体操が始まります

期間／４月１日～10月12日
時間／午前６時30分から
会場／しるべっと駐車場、西町会館前、ぷらっと前

今年も町民の健康増進のため、毎朝
つぎのとおりラジオ体操を行います。
多数の参加をお待ちしています。

問合先／中標津地区ラジオ体操会
事務局（小玉）☎ 72 － 3397

平成27年度 中標津水泳協会

平成27年度 温水プールスポーツサークル登録

スイミングスクール

対

象
温水プールでの定期活動サークルなど
※年 度毎に更新が必要ですので、26年度
登録団体も継続の場合は手続きを行って
ください。

新規参加者
募集中！

コース名

練習時間

募集人数

Aコース

16：30～17：30

若干名

17：45～18：45

若干名

19：00～20：00

若干名

小学１～３年生

Bコース

小学１～４年生

Cコース

小学４～６年生

全コース毎週木曜日（年27回）／受講料10,000円

有効期間
平成27年４月１日～平成28年３月31日
※４月１日以降に申請された場合は、登録
完了日からとなります。

募集対象 「潜る」

「浮く」
「進む（５ｍ程度）
」が
できる新小学１年生～６年生
申込方法 所定の申込用紙を温水プール窓口に
提出してください。要項および申込
用紙を温水プール窓口で配布してい
ます。電話・ＦＡＸでの申し込みは
できません。
締 切 日 ４月 19 日㈰
泳力チェック ４ 月 25 日㈯午後５時 30 分受付（温
水プール）
そ の 他 くわしくは要項で確認ください。
主
催 中標津水泳協会
問 合 先 中標津体育館 ☎ 72 － 2316

手続方法
温水プールで配布している所定の用紙に必要
事項を記入し、会員名簿を添えて提出してく
ださい。
問 合 先

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

中標津体育館 ☎72―2316
温水プール
☎72―7001
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平成27年度財団主催水泳教室

体育施設ホームページ

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

象

学生～一般対

町内在住の中

「ファーストスイミング～はじめの一歩～」

対
期

象
間

仕事後など夜の時間を有効活用し、クロールの基礎を学ぼう！
初級者の方（５～15m程度泳げること）
４月15日～６月17日 19：30～20：30 毎週水曜日〈全８回〉

象
間

生活スタイルに合わせ、昼の時間帯にクロールの基礎を学ぼう！
初級者の方（５～15m程度泳げること）
４月23日～６月18日 10：30～11：30 毎週木曜日〈全８回〉

「イブニング・クロール～初級者向け～」

対
期

「モーニング・クロール～初級者向け～」

対
期

各教室
共通事項

定 員／各20人
受講料（保険料込み）／高校・一般4,400円、中学生3,500円
申込方法／中標津体育館または温水プールにて、所定の申込用紙で申し込みください。
お知らせ／定員を超えた場合は主催者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。
締切日／４月７日㈫
問合先／中標津体育館 ☎72－2316

入場
無料

ＳＰＯＲＴＳ講演会

独自の科学トレーニングによりソチ五輪で日本人選
手メダリストをサポートし、日本陸上競技連盟の普及
育成委員として東京オリンピックに向けた、ジュニア
世代の育成強化にも力を注いでいる講師の櫻井氏よ
り、スポーツ科学やスポーツ生理学等の観点から、現
代の「身体づくり」について学びましょう！

Ｎｅｗ身体づくりのサイエンス
日々進化し続ける身体づく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

き／３月28日㈯
開場時間 午後６時30分
講演時間 午後７時 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

資

と

330

７

開始！～

申込受付
１日㈬から

～４月

ぶ

教授 櫻井 智野風 氏
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

き

対

象／スポーツ実践者やスポーツ指導者、
ならびに本講演に興味のある方。
定 員／100名
申込締切／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

７月12日㈰ 雨天決行
※開会式は大会当日に会場にて実施
と こ ろ 中標津町運動公園
種
目 ハーフマラソン、５km、２km（ファミリーの部もあ
ります）
競技開始 ・ハーフマラソン…… 午前 9時45分
・５km… ……………… 午前10時05分
・２km… ……………… 午前10時13分
申込期間 ４月１日㈬～５月22日㈮ 当日消印有効
●インターネット・携帯サイトをご利用の場合は、
５月29日㈮まで
●くわしくは３月下旬より配布する開催要項または
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.html
問 合 先 実行委員会事務局 中標津体育館☎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、体育館（☎７２―２３１６）まで。

象
間

ゆっくり、じっくり水に慣れながら、クロールに挑戦！
初心者の方（顔付けや潜る事ができない方～５m未満の泳力の方まで）
４月14日～６月９日 19：30～20：30 毎週火曜日〈全８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

としょかん人形劇

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

入場
無料

『ねずみのすもう』
『おむすびころりん』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

昔話をかわいい人形劇で楽しみませんか？
また、自作の人形で人形劇に参加するワークショップも行
います！
と き／３月22日㈰
ワークショップ

午前10時～11時

人形劇 午前11時～12時 ※開場は午前９時45分
ところ／しるべっと コミュニティホール
対 象／幼児～一般
出

演／劇団ひよっこ（札幌市）
※ワ ークショップ参加を希望の方は、３月 21 日ま
でに図書館へ申し込みください（当日参加も可能
です）
。参加無料です。当日は午前９時 55 分まで
に会場へお越しください。

３月の展示

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

★東日本大震災では失ったものの大きさに打ちひしが
れる半面、
「助け合える日本人」を知ることもできま
した。そんな日本のいいところ、日本人の国民性を
本で調べてみませんか？

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・ビデオは破損の恐れがあるため、
開館日に直接カウンターへお持ちくだ
さい。

一般展示 『日本』

児童展示 『守ろう、いのち』
★災害は突然起きるかもしれません。大切ないのちを
守る方法を調べてみよう！
★春休み子ども映画会特別展示
「～とにかくかっこいい！～はたらくのりもの大集合！」

期間

３月３日㈫～７日㈯（特別休館）

郷土学習情報

vol.141

郷土館発 !

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

村田

さようなら西竹小学校
西竹小学校は３月末をもって、59 年間の歴史に幕を閉じることになりました。
今回は写真とともに歴史を振り返ってみたいと思います。
～沿

革～

昭和 31 年４月

西竹小中学校開校

昭和 35 年４月

東西竹分校を本校に統合

昭和 56 年４月

現校舎が新築落成

平成 17 年３月

中学校が計根別中学校へ統合

平成 27 年３月

西竹小学校閉校

旧校舎
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現校舎

一貴

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

０才からの好奇心旺盛な子どもたちに、本物のクラシック音楽をお届けす
るコンサート。子どもから大人まで、ご家族みんなでお楽しみいただけます。
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

中

チケット販売

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
※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。

催／ （一財）中標津町文化スポーツ振興財団

開町70年記念
特別企画
と

～心に届け!ウィーン少年合唱団と未来のハーモニー～

き／５月10日㈰

午後１時30分開場

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

午後２時開演

ところ／しるべっとホール
出

演／ウィーン少年合唱団

共

演／中標津小学校ジャガーズ合唱部

入場料／【Ｓ席】大人2,500円、高校生以下1,500円
【Ａ席】大人2,000円、高校生以下1,000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／一般販売【３月15日㈰午前９時～、電話予約午後１時～】
※しるべっと、標津町生涯学習センターあすぱる、別海町中央公民館にて販売開始。
※電話予約はしるべっとのみ。
※しるべっと鑑賞友の会先行販売は３月１日㈰から開始。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

第188回 ロビーコンサート

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

ロビーコンサート


と
出

第187回 ロビーコンサート



「二人静のまほうのことば」

電話予約 (☎73 1131〔しるべっ
と〕
）
をすることができます。

※１月24日の悪天候による延期分の開催です。
き／３月28日㈯ 午後２時開演
演／ルーセントブラスアンサンブル

プログラム／「魔女の宅急便メドレー」ほか
◎会場は、しるべっと町民ホール

と き／／３月 14 日㈯ 午後２時開演
出 演／二人静（ふたりしずか）
プログラム／「まほうのことば」ほか
このマークがついている事業では、

「金管五重奏の響き」

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

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、別海町中央公民館
主

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

中標津しらかば学園
期

間／平成27年４月から平成28年３月まで。
毎月２回、いずれも水曜日。
午前10時～午後３時

ところ／しるべっと（文化会館）
定

員／80人（超えた場合は選考基準により決定）

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。

新入生募集
学習内容／午前：講義（教養
や健康、創造活動
など）
午後：選択制のクラブ活動
申込方法／４月３日㈮までに、入学願書をしる
べっと窓口に提出してください。
※入学願書はしるべっと窓口にて、
３月９日より配布開始。
問合先／しるべっと ☎73－1131

※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。

○書楽家時間中標津特別編５

○釧路啄木会メナシ支部設立記念
第１回石川啄木基礎講座
と

き／３月７日㈯

ところ／しるべっと

と

午後１時30分開演

き／４月２日㈭
①午後３時30分～５時②午後６時30分～８時

４月３日㈮

第３研修室

聴講料／300円

③午後１時～２時30分④午後３時30分～５時

主

⑤午後６時30分～８時

催／釧路啄木会メナシ支部

問合先／代表：寺崎☎090－9512－1977

※それぞれ定員10名

ところ／しるべっと 展示室
受講料／2,000円（材料費込み）
主

◎北海道中標津高等学校合唱部
第28回定期演奏会
と

き／３月14日㈯

午後６時30分開演

○ヒップホップキッズ会員募集

（27年度新規会員）

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主

※小学生以下無料

対象者／小学１年生から６年生の女子

催／中標津高等学校合唱部

申込受付／３月11日㈬

き／３月 15 日㈰

※この日のみの受付となります。
例会／毎週水曜日 しるべっと内

午後６時 30 分開演

午後３時30分～４時30分（１・２年生）

ところ／コミュニティホール

午後４時30分～５時30分（３・４年生）

入場料／ 1,000 円（当日 500 円増し）、

午後５時30分～６時30分（５・６年生）

中学生以下 500 円

問合先／事務局：新谷（あらや）☎080－4501－3947

※未就学児無料
主

E-mail akatzki131219@gmail.com

催／中標津音楽センター

○中標津バトントワリングスタジオ会員募集
見学・体験大歓迎!

○第 19 回高橋真実ピアノ教室発表会
と

き／３月 21 日 （ 土 ・ 祝 ）

対象者／３才～小学生（中高生は要相談）

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主

催／高橋真実ピアノ教室

午後５時～６時30分

しるべっと第２研修室Ｂ（２階）

○キキミミ・ワンマンライブ 2015
～いつだってこの世界は～
と

催／中標津「書楽家時間」実行委員会

申し込み／３月10日より、しるべっとにて受付開始

入場無料

例

会／毎週金曜日午後３時30分～５時

会

場／しるべっと、中標津体育館

問合先／事務局：斉藤☎090－5980－1973
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交流センターホームページ

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

アニメ映画「ジョバンニの島」上映会
～心揺さぶる実話をもとにした感動の物語～
と

き／３月22日㈰

午後２時30分開場

午後３時上映

※上映時間102分
ところ／しるべっとホール

〔全席自由〕

出演（声）／市村正親、仲間由紀恵、北島三郎
主

催／中標津町

ほか

料

☎73－3111（内線328）

春休み子ども映画会

「プレーンズ」

と き／３月26日㈭
ところ／<計根別>交 流 セ ン タ ー 午前10時～11時30分
<中標津>しるべっとホール 午後２時～３時30分
※開場は各30分前です。
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
【中標津町交流センター、中標津町図書館】

子どもステージinしるべっと

中標津公演 実行委員募集!

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。

劇団四季による親子で楽しめるミュー
ジカル公演の運営にお手伝いいただける

と

き／３月８日㈰
入場無料
午後１時開場
午後１時 30 分開演
※当 日、悪天候等により開催出来ない場合
は、３月９日㈪、10 日㈫の２日間に分けて
開催致します。
ところ／しるべっとホール
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

方を募集しています。
公演日／平成27年８月16日㈰
容／事前の会議参加、当日の軽作業

※興味のある方は、しるべっと(☎73－
1131)へ、お問い合わせください。

編集後記

かつて中央武佐に一時代
を築いた合田商店主と従業

▼
員が、自分たちで醸造した

醤油樽の前で堂々と目を見

開き正面を向いて撮影した

写真が手元にあります。

その写真からは、当時こ
の土地で生きてきた人々の

力強さを感じます。彼らの

ように強く生きていかねば

と思っています。 （
 村田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
３月６日～４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、３月 16 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、特別休館です。
郷土館の休館日は、３月９日㈪・16 日㈪・23 日㈪・
30 日㈪です。原則、毎週月曜日が休館日です。
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と き／３月６日㈮～ 日㈬ 午前９時～午後 時
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／中標津町郷土館

第10回

劇団四季
ージカル
ファミリーミュ

内

入場無料！

なかしべつ酪農文化パネル展

入場無

問合先／総務部企画課北方領土対策係

主

生涯学習情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
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