「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集
と

き／８月２日㈰
午前11時開場

午前11時45分開演

＜予選会＞８月１日㈯ 午前11時45分開会
ところ／しるべっとホール
出

演／＜出

場＞予選を通過した20組のみなさん

＜ゲスト＞布施 明、八代 亜紀
＜司

会＞小田切千アナウンサー

＜出場／予選会出場者250組を募集＞
出場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。郵
便往復はがきでお申し込みください。
往信用裏面に、①郵便番号 ②住所 ③名前（ふりが
な） ④年齢 ⑤性別 ⑥電話番号 ⑦職業※中高大生
は部活動等も記入 ⑧歌う曲目とその歌手名
⑨選曲理由（くわしく） を記入してください。
※中学生以上の方で原則アマチュアの方が対象。
中 学生は予選会・本選どちらも保護者の同伴が必要
です。保護者の名前と電話番号も記入してください。
※グ ループの場合は、全員の「名前（ふりがな）」
「年齢」「性別」「職業」をご記入ください。
返信用表面に代表者の郵便番号・住所・名前を記入く
ださい。
※応募は１人（１組）１通とさせていただきます。
※応募多数の場合は定員250組を選出のうえ、前日の
予選会にご出場いただきます。

＜観

覧＞

入場は無料ですが、入場整理券（１枚で１歳以上
のお子様を含む２人まで入場可）が必要です。郵便
往復はがきでお申し込みください。
往信用裏面に、①郵便番号
りがな）

④電話番号

②住所

③名前（ふ

を記入、返信用表面に郵便

番号・住所・氏名を記入ください。
※応募多数の場合は、抽選となります。
※当選は１人１通とさせていただきます。
※前日の予選会は入場自由です。
＜締め切り＞
出場・観覧ともに６月22日㈪必着
＜あて先＞

〒060－8703

ＮＨＫ札幌放送局

「ＮＨＫのど自慢<中標津町８／２>出場」係
「ＮＨＫのど自慢<中標津町８／２>観覧」係

※応募の際にいただいた情報は、予選会の選出および観覧の抽選結果のご連絡のほか、番組やイベントのご案内、
NHK では受信料のお願いに使用させていただくことがあります。
出場・観覧の応募に関する詳細は、下記の音声案内またはホームページでご確認ください。
ご案内／ＮＨＫ釧路放送局（24時間音声案内）
☎0154－44－4000、0154－44－4400
ホームページ http://www.nhk.or.jp/kushiro/
主

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、ＮＨＫ釧路放送局
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ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

中標津町ファミリーサポート事業
保育サービス講習会
本年度、国の子ども・子育て支援新制度に伴い、
中標津町では「地域の子ども・子育て支援の充実」
として、一時預かり事業とファミリー・サポート
センター事業、病児保育事業が始まりました。
る・る・るでは一時預かり事業とファミリー・
サポートセンターとして、コーディネーター業務
の委託を受けさせていただくことになりました。
ファミリーサポート事業は、地域住民による地
域住民のための子育ち子育ての支えあい・助け合
い事業です。
転勤でこの町に血縁のいない家庭や、介護のた
め子育てに手が足りない家庭など、さまざまな
ニーズが現代社会の中ではあります。新聞紙上で
も昨今話題になっておりますが「利用したい家庭
は増えているのに、協力会員（提供会員）が増え
ない」と、全国各地でも取り組みに問題を抱えて
いる事業です。
中標津町では「子どもは地域の宝物。みんなで
子育ちをサポートしよう！」とチラシを作成し、

○ 体育祭
・高等学校

〜各学校の運動会と修学旅行〜

中標津高等養護………………… ６月13日㈯

○ 運動会
・幼稚園
カトリック………………………
・小学校
俵 橋……………………………
中標津東…………………………
中標津・武 佐…………………

○ 修学旅行

７月 5日㈰

・小学校

６月13日㈯
６月14日㈰
６月21日㈰

中標津・中標津東………７月１日㈬～２日㈭
計根別……………………７月２日㈭～３日㈮

160

中標津空港

大会事務局よりお知らせ
《交通規制のお願い》
７月12日㈰、右図のとおりコース上
の交通規制を行ないます。
規制時間の詳細については、本紙次号
や町内回覧板、看板設置表示などにより
お知らせしますので、ご理解とご協力を
お願いします。

知床 GC
なかしべつコース

160

全面通行規制区間
833

ゆめの
森公園
緑ヶ丘
森林公園

中標津
浄水場

中標津高等
養護学校
中標津町
役場

片側通行規制区間
中標津中

スタート・フィニッシュ
中標津町
運動公園
833

俣落川

2

標津川

160

末広公園
５㎞折返し地点
中標津小

２㎞折返し地点 中標津高
272

スポーツ情報

折返し地点

○交通規制について

学校の情報

学校行事だより

家庭教育・子育て支援情報

提供会員のための保育サービス講習会参加を呼び
かけたところ、なんと 30 才から 71 才まで、男女
43 名の申し込みがありました。る・る・るのス
タッフをのぞいても 30 名以上の申し込みをいた
だき感謝感激です。
近隣の町では、近所の住宅から「学校のチャイ
ムがうるさい」と言われて、その学校からチャイ
ムがなくなったり、赤ちゃんのいる家庭は入居で
きないマンションがあったりと、少子化対策と叫
ばれているのに世の中は子育て家庭や子育ちに冷
たい現状があります。
しかし、中標津はあたたかい !?
「たいしたこと
できないけど、できることがあれば」と声を掛け、
申し込んでくださる方が予想以上にいらっしゃる
ことに、役場の担当職員とともに大変喜んでいま
す。
講習会も全８回、計 24 時間と長丁場です。今
年一年で承認書を手にすることができない方もい
るかもしれません。それでもみんなの知恵を合わ
せ、こころを合わせ、力を合わせて、この町で子
どもたちが安心・安全に心身ともに健全に育つよ
う、活動していけたらと考えていますので、これ
からも御理解と御協力のほど、よろしくお願いい
たします。
ＮＰＯ法人 子育てサポートネット る・る・る
代表理事 松實とよ実

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
中標津カトリック幼稚園 〜郵便ポストをきれいに〜

当園の年長児は、毎年４月 20 日の郵政記念日に
ポストの清掃をボランティア活動として行っており
ます。
この日は少し冷たい風が吹いていましたが、年長
児 24 名が張り切って行ってきました。
雑巾がけは、毎月末に教室や道具棚など、自分た
ちが毎日使用している物の掃除をしているので、お
手のものなのです。
森谷局長様よりご挨拶をいただき、係の佐藤様か
らはポストの歴史について、写真も使いながら説明
していただきました。その後、局員の方に絞っても
らった雑巾で、丸ごとピカピカになるまでみがいて
来ました。
掃除後は局内を見学させていただき、お土産に自
由画帳やくれよん等をいただいて幼稚園に戻ってき
ました。
幼稚園に残っていた年中児からは、
“来年は自分
たちの番だね！”と期待している声が聞こえてきま
した。
これまで 23 年間続いている活動なので、来年以
降もぜひ続けさせていただこうと思っています。

そして、これからも地域でのボランティア活動を
広げていきたいと考えております。

園長 池田 弘子

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

丸 山 小 学 校
☎73－4411

６月11日㈭
19日㈮
13：35～14：20

学習参観日
11日～４・５・６年生、みどり
19日～１・２・３年生

中標津東小学校
☎72－3314

６月18日㈭
13：30～14：15

学習参観日
高学年

６月25日㈭
８：40～15：15

フリー参観日

中標津中学校
☎72－2626

（12：30～13：25は給食・昼休み）

中標津小学校
☎72－2565

６月25日㈭
26日㈮
29日㈪
13：30～14：15

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

７月２日㈭
13：40～14：25

武 佐 小 学 校
☎74－2101

７月２日㈭
13：25～14：10

学習参観日
25日～あおぞら・低学年
26日～中学年
29日～高学年

学習参観日

3

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

集中!!

財団主催 スポーツ教室

参加者募

集中・顔付けコース
と

き

対

象

受 講 料

対

象

受 講 料

～楽しく水泳ができるようになろう～

き

対

象

受 講 料

定

（顔を水につけられない方・潜ることができない方）

10：15～11：15
員

申込期間

2,200円

７月27日㈪、28日㈫、29日㈬
小学１～６年生

全３回
定

（面かぶりクロールで10m以上泳ぐことができる方）

員

７月27日㈪、28日㈫、29日㈬
小学１～６年生（水に浮くことができる方）

定

2,200円

申込期間

員

７月28日㈫～９月15日㈫

象

中学生以上（息継ぎ付きクロールができる方）

定

一般・高校生4,400円、中学生3,500円

申込期間

ヒラ＆バタコース

全８回

員

９月29日㈫～12月８日㈫

対

象

中学生以上（息継ぎ付きクロールができる方）

定

一般・高校生5,000円、中学生4,000円

申込期間

対

象

受 講 料

き

対

象

受 講 料

６月17日㈬～７月14日㈫

全10回

19：30～20：30
員

20名
８月18日㈫～９月15日㈫

～目指せ！スタートの達人～

９月18日㈮・10月30日㈮・11月27日㈮

全３回

小学生以上（25m以上泳ぐことができる方）
※ただし、ビート板は不可

定

一般・高校生2,000円、中学生1,000円

申込期間

着衣泳体験教室
と

20名

～平泳ぎとバタフライを同時に習得しよう～

き

き

６月17日㈬～７月14日㈫

19：30～20：30

と

と

20名

～出来そうで、思ったより難しい背泳ぎをゆっくり習おう～

き

飛び込み教室

６月17日㈬～７月14日㈫

全３回  13：30～14：30

対

受 講 料

20名

～泳ぎの基礎を習おう～

と

受 講 料

６月17日㈬～７月14日㈫

10：15～11：15

申込期間

2,200円

背泳ぎコース

20名

～クロールを習得しよう～

集中・レベルアップスイム
と

全３回

員

19：30～20：30
30名
８月７日㈮～９月８日㈫

～万が一の時に身を守る方法を、体験しながら学ぼう～
８月２日㈰

10：00～12：00

幼児～一般（身長130cm以下の参加者は保護者同伴） 定

員

申込期間

無料

30名
６月23日㈫～７月23日㈭

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
〇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。
〇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。
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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

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

教室に関わる問い合わせ 中標津体育館 ☎72－2316

７月27日㈪、28日㈫、29日㈬
小学１～６年生

集中・息継ぎコース
と

体育施設ホームページ

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/

古本を集めています

６月の展示

古本市に向けてご家庭で不要になっ

一般展示 『６月は牛乳月間』

た本を集めています。読まなくなって

★毎年６月は牛乳月間です。牛乳の秘密、本で知って

しまった本、雑誌のバックナンバーな

みませんか？

ど、図書館にお持ちください。

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

児童展示 『めざせ！としょかんマスター』



★と しょかんにくわしくなれる本をたくさん展示し

青空本の広場実行委員会

【集めている本】

ます。

絵本・児童書・小説・

特別展示 『６月は環境月間』

実用書・雑誌

★環境のことを考えるきっかけとして、環境に関連す

※全集・図鑑は集めていません。

る本を読んでみませんか？

※量が多い時はご相談ください。

「お出かけ日和」
プチ展示 「あおぞら読書」

開町70年
記念事業

タイトル、内容を一新して、30 回目

「としょかんまつり」
～笑顔いっぱい本いっぱい～

第30回青空本の広場
リニューアルのお知らせ

の青空本の広場が大きく生まれ変わり
ます。どうぞお楽しみに！
と き／８月30日㈰
ところ／しるべっと内各所

新 着 図 書 案 内
『空色バウムクーヘン』

吉野万理子／著（ＹＡ）
『北海道ツーリングパーフェクトガイド 2015』


学研パブリッシング／出版（一般） 『骨の博物館１ 動物の骨』
 ロブ・コルソン／著（児童）
『滋養ごはん』

池田陽子／薬膳監修（一般） 『ねっけつ！怪談部』


林家彦いち／著（児童）

『モダン』

原田マハ／著（一般） 『けんかともだち』


『樹海』

鈴木光司／著（一般） 『いろ』


『ごめんなさいといえる』


三浦綾子／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

長谷川知子／作（児童）
いもとようこ／作（児童）

郷土学習情報

郷土館発 !

vol.144

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

６月のできごと

昭和 31 年６月（59 年前）

昭和41年６月15日（49年前）

第１回の武佐岳山開き

中標津空港において横浜航空㈱が 開陽台、八角形の展望館に替わり 中標津－丘珠便が廃止

平成７年６月28日（20年前）

（ 写真は同年 11 月 26 日撮影のもの ） セスナでの遊覧飛行を実施

円形の新展望館が完成
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平成22年６月30日（５年前）
DHC－８－Q300が最終フライト

文化会館ホームページ

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

劇団四季 ファミリーミュージカル

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

「むかしむかしゾウがきた」

と

き／８月16日㈰

午後４時開場

午後４時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／大人4,000円、高校生以下2,000円
※全席指定、税込み、当日500円増し
※３歳以上有料、２歳以下膝上無料
チケット販売／
【一般販売】６月28日㈰

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

※窓口午前９時、電話予約午後１時開始。
※しるべっと鑑賞友の会会員の先行販売は６月14日開始。
主催／一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
主管／劇団四季ファミリーミュージカル実行委員会

一曲からつながる・つなげるプロジェクト

؊ȉͧ

「またあえる」中標津公演

と

き／８月29日㈯

午後６時開場

対象事業
対象
対
象事
象
事業
新日本フィルハーモニー交響楽団
副首席フルート奏者

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
出

演／荒川洋（フルート）、三縄みどり（ソプラノ）、宇根美沙惠（ピアノ）

共

演／合唱団ＮＢＳ

入場料／大人1,500円、高校生以下1,000円、小中学生500円
※全席自由、税込み、当日500円増し
※未就学児は保護者と同一席に限り無料ですが、座席を使用する
場合はチケット（500円）が必要です。
チケット販売／
【一般販売】６月21日㈰
※窓口午前９時、電話予約午前10時開始。
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

ブルースカイコンサート

出

と き／６月７日㈰ 午後２時開演
ところ／道立ゆめの森公園 屋外
主 催／ブルースカイ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
共 催／㈱中標津都市施設管理センター

入場
無料

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。

演／中標津東小学校スクールバンド部
中標津中学校吹奏楽部
中標津高校吹奏楽部
中標津町吹奏楽団
ミザールサクソフォンアンサンブル

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

生涯学習・文化芸術情報

第190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

①「旅する演奏会」
と き／６月20日㈯ 午後１時開演
出 演／標津高校吹奏楽部
プログラム／「もののけ姫」「ハリーポッターと賢者の石より」ほか

◎会場は、しるべっと町民ホール

第189回 ロビーコンサート

「障がいのある人も皆で楽しむ音楽隊♪」

②「地球をつつむ歌声」

と き／６月13日㈯ 午後１時開演
出 演／ぽれぽれ音楽隊
プログラム／「赤とんぼ」「ふるさと」ほか

と き／６月20日㈯ 午後１時30分開演予定
出 演／中標津小学校合唱部
プログラム／「地球をつつむ歌声」「ビビディ・バビディ・ブゥ」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

ＮＥＷ ＡＧＥ アマチュアバンドフェスティバル
と

き／６月21日㈰

と こ ろ／しるべっと
主

午前11時開場

正午開演

コミュニティホール

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

【出

演】

かしはな、Good Night Smash、
コインランドリー、カステラ、PEZ、

入場
無料

ＮＥＷ ＡＧＥ アマチュアバンドフェスティバル実行委員会

常在型Sublimation、
Encounter make strike、
Shampow、LNK

（順不同）

※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。

○フォークダンス
第24回ステップインなかしべつ

○平成27年度ちぎり絵香彩会移動作品展

入場
無料

と

き／６月26日㈮～30日㈫
※初日は正午から
ところ／しるべっと 展示室

と き／６月７日㈰ 午前９時30分開始
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／ステップインなかしべつ実行委員会

主

○消費者月間、環境月間パネル展
みんなで作ろう! 消費者が主役の社会!!
と

と

き／６月19日㈮～23日㈫

き／７月３日㈮～５日㈰
※初日は午後１時から。最終日は午後４

時まで。
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／北海道書道協会根室支部

○ヨギーニクラブ～feel～

◎神保彰 ワンマンオーケストラ
ドラムからくり全国行脚2015
き／６月19日㈮

催／ちぎり絵香彩会

○北海道書道協会根室支部会員展

※初日は午前９時から。最終日は午後５
時まで。
ところ／しるべっと 町民ホール
入場
無料
主 催／中標津町消費者協会、中標津町

と

入場
無料

会員募集

初めての方でも大丈夫です!
ヨガやってみませんか？
（お試し体験１回無料です）

午後７時開演

例 会／毎週木曜日 午後７時～
会 場／しるべっと 和室
問合先／サークル事務局 安達☎090－7517－1758

ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／高校生以上2,500円、中学生以下2,000円
主 催／音楽倶楽部
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交流センターホームページ

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

【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

◎スポーツ体験広場（武佐岳登山に挑戦）

◇スポーツ広場

と

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）
と

◇ふまねっとで脳も体も元気に!

午前９時～10時30分

ところ／中標津体育館

と

き／６月８日・22日
月曜日 午後１時30分～２時30分
ところ／プラット

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／６月12日・19日・26日・７月３日
金曜日

き／６月28日㈰

ところ／武佐岳

き／６月10日・17日・24日・７月１日
水曜日

午後１時30分～３時

◇軽体操でさわやか気分

ところ／中標津体育館

◎さわやか体験広場
と

と

き／６月８日・22日
月曜日 午後１時～３時
ところ／しるべっと（展示室）

き／６月10日・17日・24日・７月１日
水曜日

午後７時～８時30分

ところ／丸山小学校

問合先

◎ジュニアミニテニスクラブ
と

き／６月13日㈯

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

午後１時30分～３時

ところ／中標津体育館

〒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

中標津知床太鼓

教科書展示会の
お知らせ

新メンバー大募集

中標津知床太鼓では、10月末に50周年記念
公演をしるべっとで開催予定です。
そこで、一緒に和太鼓を叩き、演奏してくれ
る方を大募集しています。18歳以上の方で日
本の郷土芸能に興味のある方、他の町でやって
いて引っ越してきた方、体を動かしたくてウズ
ウズしている方、未経験の方も大歓迎です!!
練習は毎週火曜日、午後８時から10時ま
で、緑ヶ丘森林公園内にある、緑のふるさと研
修舎で行っています。ぜひ、一度
見学に来てみませんか!?
連絡先／大塚 ☎72－2753

平成27年度に中標津町立小中学校で使用
している教科書を展示します。小中学校で使
用している教科書は、国民の税金によって無
償で支給されています。
■展示期間 ６月19日㈮～７月５日㈰
■展示会場 中標津町図書館
■問 合 先 学校教育課学務係
☎73－3111（内線269）

編集後記

▼ いよいよ夏を感じる時期
になってきました。昨年度

の冬は悪天候が多く続き家

にいることが多かったの

で、その分今は外でのびの

び 休 日 を 過 ご し て い ま す。

今年の夏は昨年以上に外

出して、ドライブやバーベ

キューなど思いっきり楽し

み た い で す。ま た、野 球 の

方も体作りに励み、大会で

 （輪島）

優勝できるように頑張りた

いと思います。

各生涯学習施設休館日のお知らせ
６月５日～７月６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、６月 15 日㈪、７月６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、６月８日㈪・15 日㈪・22 日㈪・
29 日㈪、７月６日㈪です。原則、毎週月曜日が休館日
です。

8

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

