第30回青空本の広場

としょ かんまつり
～笑顔いっぱい本いっぱい～

30回目の青空本の広場は、タイトル、内容を大きく変えて開催します！
ご家族、お友だちをお誘いのうえ、ぜひお越しください。

と

き／８月30日㈰

●古本市

午前10時～午後２時

ところ／しるべっと
キッズイベント

小銭・買い物袋をご用意ください。

●おはなしマラソン

 民の皆さまのご厚意で集まった小説・児童
町
書・コミックなどを、定価の１割で販売しま
す。

おはなし会がリレーでつながります！

●おやこ料理教室
「おかしの家をつくろう！」

●一箱本屋さん横丁

詳細は５ページをご覧ください。

本
 のフリーマーケットで
す！詳細は５ページをご
覧ください。

●科学であそぼう！

 しい科学あそびを用意します。景品付き
楽
ゲームもありますよ！

●広陵中学校フリマ

広陵中学校のみなさんによるフリーマーケット

○開町70年記念
同時開催
ふるさと絵本の原画展

○読書サークル中標津の読書会

中標津町と根室市が舞台の絵本、「ふたりの
ハルニレ」と「みさきめぐりのとしょかんバ
ス」の絵本原画展を開催します！
入場
と き／８月28日㈮～30日㈰
無料
午前10時～午後６時
※最終日 午前９時30分～午後２時
ところ／しるべっと展示室
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

小谷木教育長のお話「読書体験と日本語」

○本のテーマ展示

働く大人に向けた本を集めました。

○くつろぎスペース

・ぽれぽれ、くれぱすさんのカフェ
・お茶会 ・絵本休憩コーナー

主
主
協

催／青空本の広場実行委員会、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
管／青空本の広場実行委員会
力／計根別学園生徒会、広陵中学校生徒会、中標津高等学校木馬の会、中標津農業高等学校ボラン
ティア部、読み聞かせサークル「おはなしの木」、朗読アナウンスサークルえくすぷりーど、
読書サークル中標津、㈲Ｐ＆Ｌ企画、ぽれぽれ、くれぱす
問合先／事務局・中標津町図書館（☎73－1121）
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２日以降に生まれたお子さんをもつ方のうち、
ファミリーサポートセンター事業の依頼会員と

ＮＰＯ法人 子育てサポートネット る・る・るより

して登録する（している）方。１世帯につき１
枚、先着 360 世帯で、３時間までのファミリー

子育て応援モニター券の配布が
始まっています！

サポートを無料で受けることが出来ます。
まずは、役場子育て支援室での登録後、
“るる

中標津町ファミリーサポート事業は、５月に

る”に来て頂き、大切なお子さんを安全にお預

実施した保育サービス講習会が終了し、36 人

かりするための事前打ち合わせを行っていま

の提供会員のみなさんが承認証を手にすること

す。
初めてのお宅に預けるのは心配…“るるる”っ

ができました。

てどんな所…？という方も大丈夫 !! 事前打ち合

熱心に講習を受けてくださり、本当にありが

わせの際に託児ルームをご案内して、
“るるる”

とうございました。

を利用してのお預かりも可能です（使用料が１

歯医者さんの通院や、休日の預かり、美容室、

時間 50 円かかります）。

ほかのお子さんの学校行事…少しの時間、お子

12 月 18 日まで利用できますので、ぜひ、お

さんを預かってもらえたら助かるなぁ…と思っ

試しをしてみてください！！

ているお母さんは、たくさんいるのではないか

中標津町のファミリーサポートをたくさんの

と思います。

方に知って頂き、利用していただけると嬉しい

広報やポスターなどでもお知らせしています

です。

が、７月 13 日より「子育て応援モニター券」の

問合先

いい汗！ いい笑顔！

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場



◇ふまねっとで脳も体も元気に!

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）

と

と

き／８月12日・19日・26日・９月２日

◇セミナー

き／８月７日・14日・21日・28日・９月４日

◎なかしべつ「SPORTS講演会」

午後１時30分～３時

講義：スポーツ傷害の予防に効果的な

ところ／中標津体育館

キネシオテープ療法の紹介と実演

◎ジュニアミニテニスクラブ
と

き／８月８日㈯

午後１時30分～午後３時

ところ／しるべっと（美術室）

◎ミニテニスをやってみる会
金曜日

き／８月10日・24日
月曜日

午後７時～８時30分

ところ／丸山小学校
と

２階体育室

◇軽体操でさわやか気分

◎さわやか体験広場
水曜日

午後１時30分～２時30分

ところ／中標津体育館

午前９時～10時30分

ところ／中標津体育館
と

き／８月10日・24日
月曜日

き／８月12日・19日・26日・９月２日
水曜日

〒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
澤野 㓛
TEL ７２－８００３ FAX ７２－８００９

と

午前９時～10時30分

き／８月26日㈬

ところ／しるべっとコミュニティホール

ところ／中標津体育館

開場：午後６時30分 開演：午後７時
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】みんなで楽しく

と

家庭教育・子育て支援情報

配布が始まっています。対象は平成 23 年４月

学校の情報

丸山小学校では、
「学校・家庭・地域社会との連
携を密にし、地域に根ざした開かれた学校を目指

ビューに挑戦していました。交通量の多い交差点で
は、保護者の方々の見守りもあり無事に活動を終え

す」という学校経営方針の下に、地域の豊かな環境
（人材・自然等）を教育に生かす取り組みを進めて
います。今年度も地域の方々の力をお借りして教育

ることができました。
また、自然観察では、何度となく足を運んでいる
丸山公園の植物について、村田学芸員と郷土館友の

活動を行っています。
これまでの取り組みを振り返ると、自動車学校で
の「交通安全教室」
【１年】、学校支援ボランティア

会のみなさんにもお手伝いいただき、名前や特徴を
丁寧に教えていただきました。

による「じゃがいもの植え付け」
【４年】、読み聞か
せサークル（おはなしの木）や図書館司書による「読
み聞かせ」
【全学年】
、保護者（経験者）による「太鼓
指導」
、各商店のみなさんだけではなく、保護者の
方々にも御協力いただいた「お店探検」
【２年】、村
田学芸員の解説を受けた丸山公園での「自然観察（植
物）
」
【３年】
、根室振興局の出前授業による「千島桜
の種取りと植え付け」
【３年】
、警察署や消防署を始
めとする「公共施設の見学」
【４年】などが挙げられ
ます。
特にお店探検では、少人数のグループに分かれて
お店を訪問して、商品や従業員の方々の仕事内容に
ついて、教えていただくことができました。子ども
たちは、お店の商品に目を奪われながらも、インタ

これらの教育活動を積み重ねることで、自分たち
の暮らす中標津町のことが大好きな子どもたちが、
やがて未来の町づくりの中心となる大人へと成長す
るよう、地域の学びを深めることができればと考え
ています。今後も家庭や地域のみなさんの御協力を
よろしくお願いします。
（教頭 小川 一）

学校公開日のご案内
学校名
俵 橋 小 学 校
☎73－3869

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

８月26日㈬
13：40～14：25

容

夏休み作品発表会

生涯学習情報

タイムカプセルのお手紙について

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

フィールド・ドリームinなかしべつ

愛知芸大生による
『歌とピアノの ミニ・コンサート』

平成７年に開町50年を記念して設置された
タイムカプセルを、先月７日に開封しました。
カプセル内に封入されていた皆さんから寄せ
られた「未来への手紙」は、すでに郵送したと
ころですが、一部の手紙については住所変更等
のため届けられないままとなっています。
封入以降に住所変更をされた方、
また、入れたことを確認したい方
は、お手数ですが下記までご連絡く
ださい。
連絡先／生涯学習課社会教育係
☎73－3111（内線277）

と き／９月５日㈯ 午前11時開演
ところ／しるべっと町民ホール
出演者／小林 奏（メゾソプラノ）
 別海町出身
川井著子（ピアノ）
富山県高岡市出身
プログラム／「 喜びの島」「ショパンバラード 第
３番」ほか
主 催／中標津町魅力発信交流事業実行委員会
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体育施設ホームページ

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

たくさんのご声援ありがとうございました!
７月 12 日に開催しました『第７回なかしべつ 330°
開陽台マラソン』！
参加者総勢 1,088 名、マラソン役員約 400 名の皆さんのご協力のもと、
盛大に終了することができました！

第７回なかしべつ330°開陽台マラソン 記録一覧
競技種目

５km

２km

門（対象）

１位入賞者
大谷

誠

1：19：51

・男子

40歳～59歳の部

枝川

邦治

1：26：36

・男子

60歳以上の部

斉藤

敏美

1：30：44

・女子

高校生～29歳の部

本山可那子

1：38：12

・女子

30歳～49歳の部

八木橋美花

1：52：11

・女子

50歳以上の部

五十嵐ひとみ

1：52：21

・男子

高校生以上の部

川端

俊司

0：16：53

・男子

中学生の部

神谷

燎

0：18：42

・男子

小学４～６年生の部

宮竹利史哉

0：20：28

・女子

高校生以上の部

細川

美穂

0：22：11

・女子

中学生の部

角田

陽南

0：23：39

・女子

小学４～６年生の部

松本

実優

0：21：50

・男子

小学４～６年生の部

福澤

蓮太

0：07：33

・男子

小学１～３年生の部

寺沢

柊哉

0：07：57

・女子

小学４～６年生の部

永井

優会

0：07：38

・女子

小学１～３年生の部

桐山

日向

0：08：17

田中

徳行

田中

颯人

・ファミリーの部

クロカン・ナカシベツ 2015
運動公園の地形を活かした起伏のある


種

対
象
参 加 料
申込方法

申込締切
そ の 他

主

部
距離

９月27日㈰
中標津町運動公園
特設クロスカントリーコース
道内在住の小学生から一般
１チーム1,500円（申し込みの際にお
支払いください）
中標津体育館、温水プール、武道館、
運動公園の窓口で専用の申込用紙を配
布しています。必要事項を記入し、中
標津体育館窓口へ申し込みください。
９月３日㈭
タスキに装着しているＪチップを使用
してのタイム計測となるため、タスキ
の持参はできません。
くわしくは開催要項でご確認ください。
催

2㎞×5名
(総距離10㎞)

2.5㎞×5名
(総距離12.5㎞)

体育館、温水プール、運動公園の
体育施設で元気に体を動かそう !

・小学生低学年

男子の部／女子の部

※低学年は小学１・２年生
※ミックスに男女の制限はありません。

門

・小学生中学年

男子の部／女子の部

・小学生高学年

男子の部／女子の部

・中学生

男子の部／女子の部

・高校生

男子の部／女子の部

・一

男子の部／女子の部

般

※中学年は小学３・４年生
※高学年は小学５・６年生
※各区分メンバー構成に基づきサブメンバー２名以内…計７名以内
でエントリーしてください。
※ミックス以外で男女混合出場の場合はすべて男子の部とします。

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

夏休み中の体育施設 の
利用について

門

・ミックス（小学生低学年３名・一般２名）

部

距離

0：08：55

7th

目

難しいコースにチャレンジしよう！

と
き
と こ ろ

タイム

高校生～39歳の部

問 合 先

中標津体育館

☎72－2316

夏休み中の施設利用上の注意事項

・運 動前には必ず準備運動を行い、けがや事故を防止しま
しょう。
・屋外での帽子の着用、小まめな水分補給など日射病や熱中
症対策をとりましょう。
・家を出るときは、おうちの人に行き先を知らせて、各施設
の利用時間を必ず守りましょう。
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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。

ハーフ

部
・男子

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/

８月の展示
一般展示

特別展示
児童特別展示 『戦争』

『戦後70年』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★第 二次世界大戦が終わって70年が経ちました。し
かし、外交や法律の問題では、今なお戦争は続いて
いるようにも見えます。この節目の年に、さまざま
な立場で書かれた本を読んで考えてみましょう。

児童展示

『青少年のための200冊』

★青少年のための200冊に設定されている本の中から、
幼児から小学生向けの本を展示します。豊かで強い
心を育む本がいっぱいです。

★8 月 1 5 日 は 終 戦 記 念 日 で す 。 児 童
コーナーでは、子ども向けの戦争に
関する読み物、調べ学習の本を特集
します。

児童特別本展 『夏休みの工作・自由研究』
★夏休みの宿題はばっちりですか？困っ
た時は、図書館におまかせ！工作や自
由研究のアイディア満載の本を展示し
ています。

第30回青空本の広場

としょ かんまつり

参加募集
イベント

申し込みは、どちらも
中標津町図書館
☎73－1121まで

～笑顔いっぱい本いっぱい～

★おやこ料理教室
おかしの家をつくろう！

★一箱本屋さん横丁
本だけのフリーマーケットに出店しませんか？
本好きのお客さんとのコミュニケーションをお楽
しみください！
と き／８月30日㈰ 午前10時～午後２時
ところ／しるべっとコミュニティホール
※一区画120cm×150cm程度。区画内
に収まる範囲の量の本を、箱に入れて
出店していただきます。
対 象／20歳以上
定 員／６組 ※定員を超えた場合は職員による
責任抽選
出店料／無料
申込締切日／８月16日㈰

スポーツ情報

財団主催 水泳教室

!!

参加者募集中

ヒラ＆バタコース
と

き

対

象

受 講 料

き

対

象

受 講 料

問合先 中標津体育館 ☎72－2316

～平泳ぎとバタフライを同時に習得しよう～

９月29日㈫～12月８日㈫

全10回

午後７時30分～８時30分

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

締 切 日

中学生3,950円

飛び込み教室
と

グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」に出てく
るお菓子の家を、親子で作ってみませんか？お菓
子作りを通して、児童文学と触れ合いましょう！
と き／８月30日㈰ 午前11時～12時
ところ／しるべっと実習室
対 象／幼稚園年長～小学生
定 員／親子12組
※小学３年生以上は子どものみの参加もＯＫ
※定員を超えた場合は職員による責任抽選
参加料／無料
申込締切日／８月16日㈰
食物アレルギーのある方は事前にご確認ください

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

午後７時30分～８時30分

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2,300円

申込期間

中学生1,250円

申し込みについて

員

30名
８月７日㈮～９月８日㈫

○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います。
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文化会館ホームページ

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

ファミリーミュージカル
「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

友の会

対象事業!

チケッ
好評販 ト
売中!

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
プレイガイド／しるべっと

ほか

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

主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

一曲からつながる・つなげるプロジェクト

「またあえる」中標津公演

と

き／８月29日㈯

午後６時開場

友の会

対象事業!

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、中標津高等学校合唱部

新日本フィルハーモニー交響楽団
副首席フルート奏者

入場料／大人1,500円、高校生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。
プレイガイド／しるべっと

チケッ
好評販 ト
売中!

ほか

主催／ （一財）中標津町文化スポーツ振興財団
助成／ （一財）地域創造

開陽台
セミナー
と

ザ・チェンバーブラス

き／９月３日㈭

～Ｎ響金管奏者たち～

午後６時30分開場

ところ／コミュニティホール
入場料／大人1,000円、高校生以下700円

友の会

対象事業!

午後７時開演

チケッ
好評販 ト
売中!

※全席自由、税込み、当日300円増し
※未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと

ほか

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。

主管／劇団四季ファミリーミュージカル実行委員会

生涯学習・文化芸術情報

～土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを～

中標津女声コール

ロビーコンサート

「30周年記念コンサート」
童謡、唱歌、民
謡、シャンソン、時
代を越えて後世に歌
い継ぎたいナツメロ
など、楽しい内容で
皆さまのお越しをお
待ちしています。
と き／９月５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／500円（小学生以下無料）
※チケットはしるべっと窓口にて販売中！
主 催／中標津女声コール

◎会場は、しるべっと町民ホール

第193回 ロビーコンサート

①「マジック・リバー・ファンタジー ～ありのままで～」
と き／８月22日㈯ 午後１時開演
出 演／マジックリバーアンサンブル
プログラム／「ミッキーマウスマーチ」「小さな世界」ほか

②「サキソ・マジック ～３人のレディーによる～」
と
出

き／８月22日㈯ 午後１時30分開演予定
演／古屋佳代、三浦結稀（サックス）
菅野るみ子（ピアノ）
プログラム／「イパネマの娘」「ひこうき雲」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

にゅ～盆踊りワークショップ

平成27年度釧根地区公民館共同開催事業

ダンスカンパニー「コンドルズ」主宰の近藤
良平氏が創作したオリジナル盆踊りを体験！
と き／８月８日㈯
①午後３時30分～４時30分
②午後４時30分～５時30分
ところ／しるべっと 展示室
対 象／①小学１～４年生 ②小学５年生～一般
参加料／500円
定 員／①70名 ②40名
講 師／山本光二郎氏、安田有吾氏（コンドルズ）
その他／体験・学習した成果は、８月９日㈰の
なかしべつ夏祭りで発表します。
申込先／しるべっと（☎73－1131）
※定員になり次第締め切り
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

釧根「絵手紙」移動展

釧路・根室管内の絵手紙教室受講者や、絵手
紙サークル会員の作品を多数展示します。
と き／８月12日㈬～16日㈰
午前９時～午後10時
ところ／しるべっと 町民ホール
主 催／北海道公民館協会釧根支部

※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。

○E－PHOTO CLUB公開写真教室

○平成27年度北海道高等学校文化連盟
第60回釧根支部高等学校合同音楽発表大会
と

き／８月19日㈬

午前10時開演

８月20日㈭

午前10時開演

ところ／しるべっとホール
主

～初めてデジタル一眼レフカメラを持たれた方へ～

と

き／８月26日㈬

午後７時開始

ところ／中標津町総合福祉センター

入場
無料

内

催／平 成 2 7 年 度 北 海 道 高 等 学 校 文 化 連 盟
第60回釧根支部高等学校合同音楽発表
大会事務局
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容／構図とホワイトバランス

受講料／1,000円
主

催／E－PHOTO CLUB

申込・問合先／会長

佐々木

☎090-3393-9894

交流センターホームページ

戦後70年特集①～標津第一海軍航空基地
昭和 16 年から始まった太平洋戦争は、昭和 18 年ご
ろには「ミッドウェー海戦の大敗」と「ガダルカナル島
の撤退」
等によりアメリカ軍の北上進撃は激化を極め、
本土空襲の危機が高まっていきました。
その状況は、北海道も例外ではなく、千島列島北方
の最前線基地として中標津に第一標津海軍航空基地
（現：中標津空港）が計画され、昭和 19 年に滑走路が
完成しました。しかし、一度も航空機の配置はないま
ま昭和 20 年８月 15 日の終戦を迎えました。現在は、
旧滑走路の一部と格納庫の基礎、掩体壕などの戦争遺
跡が林の中にひっそりと現存しています。

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

なかしべつ学
中標津町教育委員会

学芸員

村田

一貴

（左）旧滑走路
（右）現、中標津空港滑走路

掩体壕（航空機の格納施設）

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

☎72－2190

出張セミナー開催の
お知らせ

生涯学習情報
○トールペインティング教室
と

き／９月29日・10月6日・13日・20日・27日・11月10日
【全６回】毎回火曜日 午後１時～午後３時30分
ところ／交流センター 会議室
講 師／鈴木 恵理 氏
定 員／15名程度

と

き／８月21日㈮

ところ／しるべっと
内

コミュニティホール

容
講演１

○やさしい陶芸教室（作品作り・お茶会）

午前10時45分～午後０時15分

『家畜の害虫とその害』

[作品作り]
と き／10月1日㈭・2日㈮・8日㈭・9日㈮・23日㈮
午後７時～９時30分
ところ／老人福祉センター 訓練室
[お茶会]
と き／10月30日㈮ 午後７時～９時30分
ところ／交流センター 研修室

（主に酪農家向けの専門講座です）
講師： 教授
講演２

佐々木

均

午後１時～２時30分

『犬猫の健康を守る食事とは』
（一般向け講座です）
講師： 教授

参加者大募集!

師／前田 肇 氏
員／20名程度

午前10時30分開会

内田

英二

※参加無料。事前申し込みも不要です。

※どちらの教室も材料
費がかかります。

主

催／中標津町

共

催／酪 農学園大学、中標津町農業協同組
合、計根別農業協同組合、中標津町教

申込期間／８月18日㈫～９月22日㈫

育委員会

問い合わせ・申し込みは
交流センター（☎78－2270）へ。

問合先／農林課農務係☎73－3111（内線369）

編集後記

今 月 号 が 発 行 さ れ る 日、
私は町内の小学生九名を引

▼
率して中標津の友好都市・

神 奈 川 県 川 崎 市 に 滞 在 中。

四年連続の川崎訪問です

が、毎回気が重いのは暑さ

です。私にとって川崎の暑

さは灼熱地獄。中標津より

も 威 力 倍 増 の 太 陽 光 線 に、

体がジリジリと焼かれてい

く感覚です。子どもたちよ

り先にバテないよう、気を

（和田）

引き締めて頑張ります。



各生涯学習施設休館日のお知らせ
８月５日～９月７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、８月 17 日㈪、９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、８月 10 日㈪・17 日㈪・24 日㈪・
31 日㈪、９月７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

酪農学園大学

計根別

講
定

vol.145

郷土館発 !

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

