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雨天決行

【SUN】

■開会セレモニーは大会当日
午前９時より、会場にて実施

ところ

空と
緑の大地を
楽しもう！

ハーフマラソン

大会
内容

中標津町運動公園

市街地や郊外の酪農地帯を走ります。
郊外の長い直線道路は、中標津ならではのコースです。

２㎞・５㎞

大勢の声援を受けながら、爽快に市街地を走り抜けよう！
競技種目
ハーフ
マラソン
５㎞

２㎞

参加資格

部
男

門
子

（

対

象
女

）
子

スタート
時 間

・高校生～39歳の部
・40歳～59歳の部
・60歳以上の部

・高校生～29歳の部
・30歳～49歳の部
・50歳以上の部

午 前
９時45分

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学４～６年生の部

午 前
10時05分

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

・小学４～６年生の部
・小学１～３年生の部

ファミリーの部
※子どもは小学3年生以下の小学生とします。
※大人は子どもの保護者となる方とします。
※１組２名（子ども１名・大人１名）以上で４名まで参加可。
小学生以上の健康な方で、申込種
目を支障なく完走できる人なら、
どなたでも参加できます。
年齢起算は７月12日現在の
満年齢とします。
高校生以下の参加者は、種目を問
わず保護者の承諾が必要です。
小学生の参加者は、種目を問わず
保護者の引率が必要です。

たくさんの参加を
お待ちしています！

午 前
10時13分

参

加

料

3,500円
一
般
高 校 生
小中学生

2,000円
1,500円
1,000円

小 学 生

500円

１
組
2,000円
※人数追加の場合
大 人 1名 1,500円増
子ども 1名 500円増

申込期間 ４月１日㈬〜５月22日㈮ 当日消印
インターネット・携帯サイトを 有効
ご利用の場合は５月29日㈮まで
申込書は体育施設・しるべっとにて配布し
ています。
くわしくは大会ホームページでご確認く
ださい。
ホームページアドレス http://www.zncs.or.jp/330
Facebookページ https://www.facebook.com/330marathon

問合先 実行委員会事務局 中標津体育館☎72−2316
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〜ご入学、ご進学おめでとうございます
。〜

４月、入学と進学のこの季節、子どもたちに
とっても保護者にとっても、よろこびは勿論で
すが、新たな出発にはちょっぴり緊張感や不安
な気持ちもつきものです。
実は、児童館にとっても今年度は特別な思い
で、新しい年度の始まりを迎えています。皆さん
にもすでにお知らせしていますが、児童館を卒
業した中高校生によるプロジェクトチームが準
備をすすめてきた児童センター「みらいる」がよ
うやく完成し、５月５日こどもの日にオープン
します。
「ありのままの自分でいられる場所」をコンセ
プトに、小さなお子さんから中高校生までが触れ
合える場所を描きながら、中高校生、児童館職員、
建築士、そして実際に工事をしていただいた皆さ
んと一体となって建設した児童センターは、木の
ぬくもりを感じるとってもやさしい居場所になり
そうです。
児童館は、遊びを主体としていろいろな体験を
積むことが出来る場所です。まず楽しいなあと感
じ、興味を持つこと。遊びを通して体験したこと
が知恵となり、今、こうしようと判断ができ、そ
して未来を想像しながら行動できる力となりま
す。人とのコミュニケーションのとり方も含め
て、遊びには生きていく基礎が詰まっています。

～あそBOY!つなGIRL!「みらいる」～
５月から児童センター「みらいる」駐車場等の
工事および東児童館の解体工事が始まります。そ
のため駐車スペースの確保ができないことから、
工事完成までの間、平日の午前中は閉館いたしま
す。利用者の安全を最優先させていただくことを
ご理解ください。
乳幼児親子（子育て）の利用は今までどおり、
子育て支援センターをご利用ください。統合は
11 月上旬を予定しています。すべての工事が終
了した後、完成記念イベントを計画しています。

児童館よりお知らせ

平成27年度
 チャイルドアドバイザー募集

第34回じどうかん祭り実行委員募集

今年の「じどうかん祭り」は、それぞれの児
童館を会場に開催します。各児童館への移動
は、児童館連絡バスを運行しますので、ふだん
行けない児童館の様子も楽しめる内容です。今
年のテーマは「過去と未来」で、バスはタイム
マシーン！「子どもたちと一緒に、お祭りの企
画や運営に携わる実行委員になって、子どもた
ちがいきいきと活動し、楽しめるお祭りを一緒
に盛り上げていきませんか！

児童館および子育て支援センターで、次世代
を担う子どもたちの豊かな人間性と創造性を育
む指導者を「チャイルドアドバイザー」として
登録し、趣味や特技などを通じて、子どもたち
に自分たちの経験や想いを伝えてみませんか？
昨年度は、手芸、絵手紙、フォークダンス、
リボン、英会話、昔遊び、日本の伝統的文化な
どを教えていただきました。ジャンルは問いま
せん。個人および団体でも登録できます。

「第34回じどうかん祭り」
と き／平成 27 年 10 月４日㈰
ところ／各じどうかん

※ステージ発表を、前日の３日㈯に
しるべっとで行います。
中高校生のおまつり隊も募集しています！

いずれも、募集締め切りは４月24日㈮です。詳細は、子育て支援室にお問い合わせください。
☎73－3111（内線224・230）
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家庭教育・子育て支援情報

泣いたり笑ったり、時には喧嘩もしますが、子
どもたち同士が自らその解決策を考えたりしなが
ら、さまざまな経験ができる場所・・・そんな児
童館で、中標津町の子どもたちが子どもらしく健
やかに成長することを応援していきたいと考えて
います。
今、児童館では新１年生たちが、所狭しと元気
に走り回っています。３月まで一番年下だった新
２年生が、なんだかとても頼もしく感じられま
す。こういった子どもたちの成長を実感できる瞬
間が、大きな喜びです。
児童館では、新１年生歓迎会をはじめ、野外活
動やじどうかん祭りなど、さまざまな行事を予定
していますので、ぜひ親子で遊びに来てくださ
い。毎月発行している「じどうかん便り」や「きん
たろう通信」ともども、今年度もよろしくお願い
します。

（子育て支援室 子育て支援係）

（前期）

学校の情報

学校開放事業 の利用団体募集

学校行事だより

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。

〜各学校の入学式〜
○小学校
中標津・中標津東・俵 橋
武 佐・丸 山
………… ４月６日㈪ 午前10時～
計根別……… ４月７日㈫ 午前10時～
○中学校
中標津……… ４月６日㈪
広 陵……… ４月６日㈪
計根別……… ４月７日㈫

午後１時20分～
午後１時30分～
午前10時～

○高等学校
中標津……… ４月８日㈬
中標津農業… ４月９日㈭
中標津高等養護
………… ４月９日㈭

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
平成27年度 町民のみなさんと一緒に
楽しむスポーツ計画（予定）

午後１時45分～
午前９時～
午前10時～

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◎ジュニアミニテニスクラブ

１

スポーツ広場・ミニテニス広場
・ミニテニスを楽しむ会 ・ミニテニスをやってみる会
・さわやか広場
・親子ミニテニスを楽しむ会
２ セミナー
・軽体操でさわやか気分!! ・ふまねっとで介護予防!!
３ イベント
・ドッヂビー大会 ・かんじきまつり
４ スポーツ体験クラブ（小学生対象）
・武佐岳登山
・カヌー体験
・北方領土洋上セミナー ・北方領土まで歩こう会
※講演会等の開催

◇スポーツ広場
◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）
き／４月８日・15日・22日・29日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

と き／４月25日㈯ 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◇ふまねっとで介護予防
と

き／４月13日㈪・27日㈪
午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館 体育室

◇軽体操でさわやか気分!!
と

き／４月13日㈪・27日㈪
午後１時～３時
ところ／しるべっと

と

問合先

〒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

◎ミニテニスをやってみる会

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

と

き／４月10日・17日・24日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

クラブマネジャー
TEL 72－8003

3

澤野

㓛

FAX 72－8009

体育施設ホームページ

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

財団主催 水泳教室 教室を通じてレベルアップを目指そう!
キッズベーシックスイム〈火曜日コース〉〈水曜日コース〉 申込締切 ４月26日㈰
象

日

程

備

考

小学１、２年生

定

員

受講料

30人

3,500円

（保険料込み）

〈火曜日コース〉５月12日～６月30日（全８回）17：30～18：30
〈水曜日コース〉５月13日～７月１日（全８回）18：00～19：00
※受講者は、７月から開催する財団スイミングスクール「Z's（ジーズ）」へ参
加することができます。くわしくは問い合わせください。
※平成26年度に同教室へ参加した方は受講できません。

申し込みについて
○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。
○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。
○保険料は参加料に含まれており、主催者側で加入手続きを行います。

教室受講決定の発表について
○申込時に受付番号を配付します。締切日の翌々日午後１時から、温水プール・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。
問合先
○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。
中標津体育館
☎ 72 ー 2316
○電話および電子メールでの連絡はいたしませんので、ご注意ください。

水泳の指導に興味は ○７月から開催する Z's では、時間に余裕があり、水泳の指導に興味のある方を
ありませんか？
募集しています。ぜひ中標津体育館までお問い合わせください。

第27回中標津町ソフトバレーボール大会

毎年盛り上がりを見せる、道東規模の大会！町
内からもたくさんの参加をお待ちしております♪
申込方法

参加者
４月26日㈰
募集
中標津体育館
・道東地区に在住および勤務してい
る方
・道 東地区のソフトバレーボール
チームに所属している方
・その他、主催者が認めた者
参 加 料 １チーム2,000円
と
き
と こ ろ
対
象

夏季スポーツ施設

オープン予定日のお知らせ!
町営テニスコート
町営ふれあいテニスコート
町営野球場

そ の 他
主
催
主
管
問 合 先

※使用時間・使用方法については、らいふまっぷ
５月号でお知らせします。
※天候やコンディションにより、オープン日が変
更になる場合があります。

問合先／中標津体育館 ☎72－2316

オープン予定日

運動公園

施設名

締 切 日

中標津体育館で配付している所定の申
込用紙に必要事項を記入し、参加料を
添えて窓口へ申し込みください。
４月13日㈪
※休館日は受け付けできません。
くわしくは開催要項で確認ください。
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津町ソフトバレーボール連盟
中標津体育館 ☎72－2316

５月 1日㈮
５月10日㈰
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施設名
第１球技場・第２球技場

オープン予定日
５月30日㈯

スピードスケート場広場

５月 7日㈭

第１球場・第２球場

５月 2日㈯

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。

対

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

こどもの読書週間
日は
５月12
～
日
3
。
４月2
間です
読書週
の
も
こど

図書館ホームページ

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

「本は キラキラ 万華鏡」
★春の絵本福袋★

テーマに沿って司書が選んだ絵本３冊を、福袋にして貸し出しをし
ます！子ども向けから大人向けまでの絵本を用意します。ふだん自分
じゃ借りない絵本を読み、お気に入りの１冊と出会いませんか？

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★１日司書体験★

★パパさんおはなし会★

「お父さん、春の絵本読んで！」

今回の１日司
書体験では貸出・
返却作業を体験
し、また図書館の
隅々までご案内
します♪

お父さんにお
すすめしたい春
の絵本を、図書
館職員（２児の
パパ）が読み聞
かせします。

と

き／５月９日㈯
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
ところ／中標津町図書館
対 象／小学生
定 員／８名 ※定員を超えた場合は抽選
申込期間／４月 10 日㈮～ 30 日㈰

と

き／５月９日㈯
午後２時～２時30分
ところ／中標津町図書館 おはなしコーナー
対 象／幼児～小学校低学年の子どもと保
護者

★ぬいぐるみおとまり会 ★
夜の図書館でぬいぐるみのおはなし会を開
催！その後、みんなのぬいぐるみたちは図書
館にお泊りをして冒険にでかけます。その様
子の写真のプ

と き／４月25日㈯ 午後６時～６時30分
ところ／中標津町図書館
対 象／乳幼児～小学校６年生まで
定 員／先着50名
申込期間／４月10日㈮～19日㈰
撮影協力／E－Photo Club
※ぬいぐるみ・おもちゃは一人一つまで
※ぬ いぐるみのお迎えは４月26日㈰午後
２時から

レゼントと、
読んでいた絵
本の貸し出し
をします♪

いずれも

参加無料

申込先：中標津町図書館

４月の展示

プチ展示

一般展示 『連休はどこへ行こう？』

☎73－1121

「春、

新しいことにチャレンジ！」
「図書館記念日」

児童展示 『であい』

★旅 行情報誌や旅行エッセイなど、出かけたくなる
本がたくさん！

★４月は新しい友だちや春の訪れなど、たくさんの
「であい」があります。そんな「であい」を集めま
した。
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開町70年記念
特別企画

文化会館ホームページ

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

～心に届け!ウィーン少年合唱団と未来のハーモニー～

と き／５月10日㈰ 午後１時30分開場 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／しるべっと ほか
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

デュオコンサート」

と き／５月30日㈯ 午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
出 演／外 囿祥一郎（ユーフォニウム）、アンドレ・アンリ（トラン
ペット）、藤原亜美（ピアノ）
入場料／一般2,000円、高校生以下1,000円
※当日各500円増
※未就学児童入場不可。
※前売券は４月10日㈮より、しるべっとにて販売開始。
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
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～故郷楽団～ concert tour 2015

と き／６月16日㈫ 午後６時開場 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／6,500円 ※全席指定、税込み
   
※４歳未満のお子様のご入場はご遠慮
いただいております。（４歳以上チケット必要）
〔チケット販売〕
①中標津町先行販売（限定300枚予定）
【４月18日㈯～24日㈮ 窓口午前９時～、電話予約午後１時～】
※しるべっと窓口、電話予約のみ。
※初日整列時、一度に購入できる枚数はお一人様４枚まで。
※窓口で予定枚数が完売した場合、電話予約はありません。
※予定枚数に達した時点で、先行販売の受付を終了します。
②一般販売【４月26日㈰ 午前10時～】
・ローソンチケット 0570-084-001 Ｌコード13877
・チケットぴあ
0570-02-9999 Ｐコード259-792
・イープラス（webサイトのみ）http://eplus.jp
・しるべっと（窓口午前９時、電話予約午後１時）
※先行販売で予定枚数に達した場合でも一般販売を予定します。
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中標津公演
開催決定!

問い合わせは、しるべっと（☎73－1131）まで。
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。

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。

ほか ぞの

「外囿祥一郎＆アンドレ・アンリ

開陽台セミナー

؊ȉͧ

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

対象・定員／小学３年生以上

しるべっと学園

持ち物／お稽古セットをお持ちの方は持参し

「茶道教室」

てください。

と

き／５ 月30日、６月13日、20日、27日、
７月４日、18日、25日
毎回土曜日 午後１時～４時 〔全７回〕
ところ／しるべっと 和室
講 師／関 靖子 氏（表千家同門会釧路支部 参与）
受講料／中学生以下500円、高校生以上2,000円
※別 途お稽古セット（帛紗、扇子等）の購入
費が2,000円程度掛かります。

内

て まえ

容／茶道の基本的な動作から基礎の点前
を楽しく学びます。
①お菓子、抹茶のいただき方
②帛紗の捌き方、道具の扱い方
③茶席の入り方

申し込み／４ 月30日㈭まで、しるべっと（☎73－

ふく さ

ロビーコンサート

15名

1131）へお申し込みください。
主

参加団体
募集中

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

計根別

生涯学習情報

開催日時／原則、土曜日午後１時開演です。
ところ／しるべっと 町民ホール
内 容／・ジャンルは問いませんが、大音響
を伴わないもので、ロビーでの演
奏、発表に相応しいもの。
その他／・会場の準備は出演者が行います。
・出演はボランティアです。
・開 演時間は平成27年度より午後
１時になります。
問合先／しるべっと（☎73－1131）
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

交流センターでは平成
27年度登録団体の受け付
けを行っています。定期
的に施設を利用するには、団体の登録申請が
必要です。申請書は交流センターおよびしる
べっとの窓口でお求めください。交流セン
ターは文化活動から軽スポーツまで、幅広く
活動できる施設です。新規の団体も随時募集
していますので、お気軽に交流センター（☎
78－2270）まで、お問い合わせください。

登録団体
受付中!

※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。

○ピティナ・ピアノステップ中標津地区

○中標津音楽センタードラム科
ドラム・カホンスクール発表会ライブ
と

き／４月12日㈰

午後３時30分開演

ところ／コミュニティホール
主

と

催／中標津音楽センター

き／４月19日㈰

午前10時30分開演

ところ／コミュニティホール
入場
無料

主

◎ＰＡＲＴＹ ＨＥＡＲ ＭＡＮＹ
～DJとダンスの音楽イベント～
と

き／４月26日㈰

入場
無料

催／ピティナなかしべつキラキラ星ステーション

○第29回阿部京子門下生ピアノ発表会

午後１時開演

と

ところ／コミュニティホール

き／４月29日（水・祝）

入場料／大人1,500円、学生500円

ところ／しるべっとホール

主

主

催／ＨＥＡＲ ＭＡＮＹ
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午後１時30分開演

催／阿部京子ピアノ教室

入場
無料

交流センターホームページ

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

vol.142

郷土館発 !

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

定例自然観察会のお誘い

学芸員

山宮

克彦

郷土館では、今年も４月から９月までの毎月１回、
どなたでも参加できる定例観察会をおこないます。
観察対象は、植物、野鳥、昆虫など自然全般。興味
のある方の参加をお待ちしています。

集合時間：午前９時 30 分（１～２時間）
集合場所：中標津町郷土館
観察場所：丸山公園周辺
観察対象：植物、野鳥、昆虫など自然全般
服装・持ち物：天候に合わせた服装、
（あれば双眼鏡、
ルーペなど）

開催日：毎月第３火曜日（４月21日からスタート）
〔予定日〕４月21日、５月19日、６月16日、
７月21日、８月18日、９月15日

※荒天の場合は中止になります。ご自身で判断願います
※変更については、郷土館にお問い合わせいただくか、館
内の掲示板をご覧ください
※申し込み不要です

☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm

緑の少年団

なかしべつ冒険クラブ

緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場および計根
別正美公園パークゴルフ場の利用シーズン券
を、下記のとおり受け付けます。

団員募集!!

大自然をフィール
ド に、た く さ ん の 楽
しい思い出を作りま
しょう！

○事前受付
○受付時間
○受付場所

４月20日㈪から
午前９時～午後５時
㈱中標津都市施設管理センター
（ゆめの森公園管理事務所）
中標津町北中２番地５
☎72－0473
○申し込みに必要なもの
・申込用紙（窓口にあります）
・利用者の顔写真（たて３cm よこ2.5cm）
・シーズン券料金
○料
金
森 林公園・正美公園パークゴルフ場共通
シーズン券
7,750円
正美公園パークゴルフ場単独シーズン券

3,750円
※障がい者は免除となりますので、手帳等を
提示ください。
※料金は申込時にお支払いいただきます。

活動内容／毎月２回程度。
（土日に野外活動を１
回。平日に屋内で事前学習等を１回）
対象 ・ 定員／町 内の小学１年生～６年生 10 名
程度（先着順）
締め切り／電 話にて４月 15 日㈬までに申し込
みください。後日入団案内を送りま
す。第１回目の活動は４月 24 日㈮
を予定しています。
会
費／年 会 費 12,000 円、育 成 会 費 2,000
円、その他帽子・スカーフ代等がか
かります。
申込 ・ 問合先／事務局（桐島）☎ 72 － 4250
※くわしい活動内容はホームページをご覧くだ
さい。
http://boukenclub2004.web.fc2.com/

編集後記

▼ 昨年 月から毎週のよう
に 襲 い く る「 ３ 月 の 彼 岸 荒
れ」もかくやの暴風雪を耐
えに耐え、ようやく新年度
を迎えることができまし
た。
季節が来れば全て融ける
ものではあるものの、今年
はかなり後々まで残るか
もしれません。何か有効活
用ができればいいのです
が・・・。
とはいえ、そろそろ始ま
るフクジュソウの開花が楽
しみです。  （ＹＡＭＡ）
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☎72－2190

各生涯学習施設休館日のお知らせ
４月６日～５月８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、４月６日㈪・20 日㈪、５月７
日㈭です。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、４月６日㈪・13 日㈪・20 日㈪・
27 日㈪・30 日㈭、５月７日㈭・８日㈮です。原則、毎
週月曜日が休館日です。
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生涯学習情報

町パークゴルフ場

シーズン券の
事前受付のお知らせ

郷土学習情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

