川崎に行って見たこと知ったこと

治体
第23回友好自
して
交流会に参加

神奈川県川崎市の友好都市である長野
県富士見町と中標津町の子どもたちが参
加する「友好自治体交流会」が、８月４日
から７日まで川崎市で開催されました。
町内から９名の子どもたち（小学５～
６年生）が参加し、東芝未来科学館、川崎
市エコ暮らし未来館、よみうりランドを
見学し、川崎市の産業などについて学び
ました。

参加した児童の感想



中標津小学校

５年

飯

澤

ゆう

優

「暑い～」
それが、羽田空港を出た時の最初の一言でした。
８月４日、私は初めて飛行機に乗って、神奈川県川崎市に向
かいました。中標津空港から羽田空港までかかる時間は、約１
時間 30 分。飛行機に乗っている間、期待にむねをふくらませて
いました。
羽田空港に着くと、すぐにタクシーに乗り「青少年の家」へ
と移動しました。青少年の家に着くと、引率者の和田さんの話を聞いてから、自分の部屋へと荷
物をはこびました。部屋は４人部屋で、川崎市の子が２人、富士見町の子が１人と、３つの市・町
から、１人から２人出して部屋の班がつくられていました。部屋のみんなとはすぐにうちとけて、
仲良くなりました。そして、その日はとてもいそがしかったのですが、無事に終わりました。
２日目は東芝未来科学館と川崎エコくらし未来館と、２つの施設に見学に行きました。どちら
の施設も、とても勉強になるような内容ばかりで、これからの知識に役立つのではないかと思い
ました。そして夜には、ハルさんとワタルさんの２人とみんなでキャンプファイヤーをしました。
マシュマロを焼いたり、楽しいゲームをやったりと、とっても楽しい一時でした。
そして３日目は、新しくできた友だちと、よみうりランドで思いっきり遊びました。見たこと
のないめずらしいアイスを食べたり、いろんなアトラクションで遊んだりと、とっても楽しかっ
たです。さらにこの日、中標津町の子は「青少年の家」に帰りますが、富士見町、川崎市の子とは、
お別れでした。
そして、４日目。私たちは中標津町に、無事に帰ってきました。短い間でしたが、とっても勉強
になりました。
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今年の「じどうかん祭り」は５月５日にオープンした児童センター「みらいる」並びに地域に点在す
る児童館に重点を置き、より地域と連携した児童館活動を推進するために、６つの児童館を会場に開
催することになりました。児童館を子どもたちが自由に移動できるよう、当日は児童館連絡バスが町
内を巡回します。ぜひ、新しい形のじどうかん祭りをご家族ぐるみでお楽しみください。

＜１日目＞【ステージ発表】
●と き：10 月３日㈯ 午前 10 時～ 11 時 30 分
●ところ：しるべっとホール
＜２日目＞【じどうかん祭り】 テーマ ～過去と未来～
●と き：10 月４日㈰ 午前 10 時～午後３時
●ところ：各児童館
児童センター

子育て支援センター

なかよし児童館

【イマデショ！】
レゴのまち、おばけやしき他
（カレーライス・青りんごゼリー）

【大正ロマン館】
喫茶、体験コーナー
（ぱん・ウインナー・プリン他）

【未来アドベンチャー】
プラネタリウム他
（焼きそば・メロンパン）

わんぱく児童館

西 児 童 館

計根別児童館

【未来都市】
未来ミュージアム他
（お菓子セット・ドーナツパン)

【忍者屋敷】
からくり屋敷他
（うどん・だんごセット）

【江戸のまち大迷路】
江戸のまちなみ迷路他
（ちらしずし)

★いつでもミルク

牛乳の無料提供（各児童館）
・搾乳体験コーナー（子育て支援センター）

《食券先行販売》 販売期間／９月１日㈫～10日㈭

販売場所／各児童館

※食券はどこの児童館でも購入できますが、当日引き換えできる場所は取り扱い児童館に
限りますので、お子さんと行きたい児童館を相談してからご購入ください。払い戻しは
できませんのでご注意願います。

●バスの運行路線

児童センター
みらいる

子育て支援センター
（にこにこ児童館）

計根別児童館

西児童館

なかよし児童館

わんぱく児童館

当日は児童館連絡バス運行のため、午前 10 時から午後３時までの間、特に児童館近隣にお住まいの
皆さま方には、大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願い致
します。

じどうかん祭りで遊ぶためには、
パスポートが必要です。
必ず当日、最寄りの児童館で受付を
してください。

主催：第 34 回中標津町じどうかん祭り実行委員会
問合先・事務局：中標津町子育て支援室
☎ 73 － 3111（内線 224）
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家庭教育・子育て支援情報

第34回 中標津町じどうかん祭り

学校の情報

【園の歩みと紹介】
昭和55年に、五歳児の一年保育をする唯一の町

は恵まれた自然に親しむことができます。四季折々
に変化する自然を観ながら、感性を豊かにさせ、小

立幼稚園として開園しました。平成11年からは
三・四・五歳児までの三年保育を始め、地域や保護
者の期待に応える保育所機能を兼ねた開かれた幼稚

動物や植物に発見や気付き、驚き、不思議さなどを
感じ、興味・関心・探究心が育っています。
また、坂の上り下りや野原を駆け回ったり、でこ
ぼこの地面を飛び越えたりする中で運動量も増え、

園として、35年の歴史を刻んでいます。
現在44名の園児が６名の教職員に見守られ、楽
しく園生活を過ごしています。

逞しい体と体力づくりにもなっています。

【恵まれた教育環境の中で育っています】
計根別学園・農業高校との継続的な連携を通し
て、幼小中高の一貫性のある恵まれた教育環境を活
かしています。学びのスタート点であることを意識
して、お兄さん・お姉さんからたくさんの刺激や知
恵や勇気をもらっています。また、保育学習や芋の
収穫時には、お互い密接に触れ合うことができ、人
と関わる力も培っています。そのことが、お友だち
同士の理解につながったり、言葉にも幅が広がり自
分の思いや考えを伝え合う点で良い影響が出ていま
す。
【恵まれた自然環境の中で楽しんでいます】
園周辺には、ふきのこみちを通って正美公園や果
樹の森、神社境内付近の林などがあり、子どもたち

農高生と種芋植え作業

交通安全教室

【恵まれた地域環境の中で計根別が大好きになってほしいです】
子どもたちは、よく地域に出かけていきます。郵
便局へお手紙投函、農協でお買い物、交番や学園ま
で園便り配りなど地域を知り、働く人と交わり、地
域に親しみ感を持ってくれています。将来、地域の
ために頑張れる人を目指しています。

（園長 臼井 茂）

○ 体育大会

学校行事だより

・高 校
中標津・中標津農業…… ９月17日㈭～18日㈮

～各学校の運動会・体育大会～

○ 修学旅行

○運 動 会

・中学校
広 陵…………………… ９月 8日㈫～11日㈮
計根別…………………… ９月15日㈫～18日㈮

・幼稚園
第２ひかり………………………… ９月 5日㈯
愛光･ひかり… ……………………… ９月12日㈯
計根別……………………………… ９月19日㈯

「学校行事だより」は随時掲載します。

生涯学習情報

第４回西部地域

親子たこづくり たこあげ大会

対

象／幼児から大人まで。

定

員／先 着200名

※申込書（文化会館

等で配布のチラシ参照）をFAXで

と

き／10月18日㈰ 午前９時開始
※雨天決行
ところ／中標津町運動公園
◎たこづくり教室は、午前９時から
運動公園管理棟で開催します。
たこあげキットは１個100円です。

提出。10月10日締め切り。
申込先／桜

井

問合先／佐々木
主

FAX 72－9345
☎ 090－3393－9894

催／西 部地域まちづくり協議会・たこ
あげ大会実行委員会
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体育施設ホームページ

なかしべつ健康づくり 2015

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

～まち企業体力測定会～

自分の体力を知って、健康づくりに役立てよう！

特別企画!

齢」を
～「からだ年
知ろう！～

体脂肪率・筋肉量・基礎代謝レベル等の数値を測定して、あな
たの「からだ年齢」をお調べします！（午後６時 30 分～７時５分）
※当日は、保健師による「健康相談」と、歯科衛生士の「歯科指導」
も行います。

第39回 中標津町ソフトテニス大会

申込締切

９月17日㈭

第47回 中標津バレーボール大会

申込締切

９月30日㈬

と
き 10 月４日㈰ 〈開会式〉午前９時
と こ ろ 町営テニスコート・町営ふれあいテニスコート
対
象 町内在住または町内のチームに所属の中学生以上の男女
種
目 ダブルス
①一般男子 ②中学生男子
③一般女子 ④中学生女子
参 加 料 高校生以上：１人 300 円／中学生：１人 150 円
主
管 中標津ソフトテニス協会

と
き 10 月 11 日㈰
と こ ろ 中標津体育館
対
象 町 内の中学生チーム・管内のチームに所属す
る高校生以上の男女
種
目 ６人制バレーボール・トーナメント
①男子の部 ②女子の部 ③混合の部
参 加 料 １チーム 2,000 円
主
管 中標津町バレーボール協会

くわしくは中標津体育館で配布している、開催要項でご確認ください。
問い合わせ・申込先 中標津体育館（丸山１丁目５番地☎ 72 － 2316）
それぞれの締切日までに参加料を添えて、窓口へ申し込みください（午前９時から午後９時まで）。
※休館日は受け付けできません。

遊泳時間

９月の温水プール
利用時間

午前
午後
夜間
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10:00～11:45
13:00～16:45
16:55～20:45

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。

申込締切 ９月30日㈬
と
き 10月５日㈪ 〈受付〉午後６時15分～７時
と こ ろ 中標津体育館
対
象 町内の企業に勤めている18歳以上の方
※医師から運動を禁じられている方、疾病や妊娠している方などの参加は認め
られませんので、ご注意ください。
種
目 立幅とび、上体起こし、腕立伏、時間往復走、５分間走
※５種目全ての総合判定を行います。
参 加 料 １人 100円
協
力 中標津町保健センター

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

としょかんのおはなし会

９月の展示
一般展示

『動物とわたし

読み聞かせや手遊びで、楽しい時間を
過ごしませんか？

動物愛護週間』

★９月20日から26日までは動物愛護週間です。
身近なペットや自然の中で暮らす動物たちのこ
と、どれくらい知っていますか？

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

児童展示

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

と

き：毎週水曜日 午前10時30分～11時
毎週土曜日 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：乳幼児～小学生

『○○ができるまで』

★食べ物や服、文房具など、身近にあるものが
どうやってできているのか、しっていますか？
いろんなもののでき方をしらべてみましょう！

毎月第１・３・５水曜日
は、読み聞かせサークル「お
はなしの木」のみなさんが担
当しています。

プチ展示 「敬老の日」
、
「ミステリー小説」

新 着 図 書 案 内
『池上彰に聞く


『藤井兄妹の絶体絶命な毎日』
どうなってるの？ニッポンの新聞』

池上彰／著（一般） 『知識ゼロからの恐竜入門』

小林深雪／著（ＹＡ）
恐竜くん／著（ＹＡ）

『戦場体験者沈黙の記録』

保阪正康／著（一般） 『フライ・バイ・ワイヤ』

石持浅海／著（ＹＡ）

『ＡＩＩＢの正体』


真壁昭夫／著（一般） 『うまくなる水泳』

岩元健一／著（児童）

『子どものうつがわかる本』

下山晴彦／監修（一般） 『あの子たちがいた七月』

『あえものサラダ』

河村みち子／著（一般） 『ワンダー』

R.J. パラシオ／著（児童）

『負けるもんか

正義のセ』

阿川佐和子／著（一般） 『ルークとふしぎな歌』

ほしおさなえ／著（児童）

『あの家に暮らす四人の女』

三浦しをん／著（一般） 『かもめたくはいびん』

いしいひろし／作（児童）

『奇縁七景』

乾ルカ／著（一般） 『おばけだじょ』

『ベトナムの桜』
『珈琲屋の人々

宝物を探しに』


『水曜日の凱歌』

菊地慶一／著（児童）

ツペラツペラ／作（児童）

平岩弓枝／著（一般） 『おおきなおおきなにんじん』

刀根里衣／作（児童）

池永陽／著（一般） 『キリンのセラフィナ』 ロラン・ド・ブリュノフ／作（児童）
乃南アサ／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

郷土学習情報

vol.147

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

一貴

緊急!! 野生生物への餌付けをやめましょう!
今年春から丸山公園を訪れると、マガモが近寄ってくる光景が多く見られるよ
うになってきました。とても可愛らしいのですが、それは野生生物への餌付けに
よるものであり、決して好ましい状況ではありません。それにより、野生生物と人
との距離が近くなってきたことで、さまざまな問題が誘発されます。
例えば、自らエサをとることができなくなったり、野生本能が失われ外敵に襲
われやすくなったりします。また、人の食べ物にはさまざまな調味料や添加物、油
分等が含まれており、病気になったり水質汚染などの環境破壊につながります。
さらに、触ることで病気が伝染する恐れがあります。
野生生物とは一定の距離を保ち、自然のまま優しく見守ってあげましょう !!
☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm
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☎72－2190

文化会館ホームページ

http://www.zncs.or.jp/shirubetto/
友の会

対象事業!

第38回文化講演会

澤口俊之

「脳を活かして健康ライフ」

友の会

対象事業!

「ホンマでっか！
？ＴＶ」でおなじみの脳科学の専門家！
と き／11月12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
入場料／一般1,000円、学生500円
※全席自由、税込み、当日500円増し、未就学児入場不可。
【９月11日㈮チケット販売開始！】
プレイガイド／しるべっと、中標津体育館、中標津町交流センター ほか
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

出品者・投稿者大募集中！
締め切り迫る！

第31回中標津書道公募展

9／18
締め切り

中標津文芸第31号

9／30
締め切り

第28回なかしべつ美術展

10／30
締め切り

申し込み・問い合わせは、しるべっと
（☎73－1131）まで。たくさんのご応
募お待ちしております。
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。

近藤良平
ダンスワークショップ

と

ダンス経験がなくても大丈夫！
身体を動かす楽しさ、
動きの可能性を探る

き／９月30日㈬
①午後４時～５時30分 ②午後６時30分～８時
ところ／しるべっと コミュニティホール
対 象／①小学１～４年生 ②小学５年生～一般
定 員／①、②各70名
受講料／500円
講 師／近藤良平（コンドルズ主宰・ダンサー・振付師）
持ち物／上靴、タオル、飲料水、動きやすい服装
申込み／しるべっと（☎73－1131へ）
【募集締切り：９月25日㈮】
主 催／（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。

と き／12月25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
入場料／7,800円
※全席指定、税込み、当日500円増し
※未就学児入場不可、窓口でのカード払い不可
プレイガイド／
①しるべっと窓口にて先行販売中
②一般販売【９月20日㈰午前９時～】
※しるべっと電話予約、他プレイガイドは午前10時から。
・チケットぴあ（初日特電０５７０－０２－９９１０）
０５７０－０２－９９９９ Ｐコード２７０－２２１
・ローソンチケット（初日特電０５７０－０８４－６３２）
０５７０－０８４－００１ Ｌコード１５２９２
・イープラス（webサイトのみ）http://eplus.jp/
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

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

第194回 ロビーコンサート

「うたごえ七色」

～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
主

と き／９月12日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっと 町民ホール
出 演／丸山小学校合唱部
プログラム／「虹の彼方に」「となりのトトロ」 ほか

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。

○絵画サークルWATER COLORS
第16回作品展示会
と

○雨城書道教室社中展
と

き／９月８日㈫～15日㈫

主

展示室

催／絵画サークルWATER COLORS

ところ／しるべっと
主

入場
無料

と

き／９月９日㈬～16日㈬

主

主

町民ホール

き／９月22日（火・祝）

午後２時開演

コミュニティホール 入場
無料

催／戸田舞ピアノ教室

催／根室管内発明工夫教育研究会

○第38回根室管内吹奏楽祭

◎第４回釧路バレエ・アカデミー
なかしべつ 恭子スタジオ定期公演
と

催／雨城書道同好会

ところ／しるべっと

初日は午後３時から、最終日は午後３時まで。

ところ／しるべっと

町民ホール、展示室

○第２回戸田舞ピアノ教室発表会

○根室管内発明工夫展
と

入場
無料

初日は午後１時から、最終日は午後３時まで。

※初日は午後４時から、最終日は午後１時まで。

ところ／しるべっと

き／９月20日㈰～23日（水・祝）

き／９月12日㈯

と

き／９月23日（水・祝）

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール

午後６時開演

主

ところ／しるべっとホール

催／釧路地区吹奏楽連盟根室支部

入場
無料

入場料／1,000円
※全席自由、当日500円増し

◎第９回なまらウマイ！
中標津夢見新そばまつり

※未就学児入場不可
主

催／釧路バレエ・アカデミーなかしべつ恭子スタジオ

と

ところ／しるべっと

○中標津ピアノ・ドリマトーン発表会
と

き／９月13日㈰

ところ／しるべっと
主

主

コミュニティホール 入場

き／９月17日㈭

主

催／中標津町老人クラブ連合会

催／中標津手打ちそばささ藪学校

入場
無料

○東・北海道岳風会中標津支部
創立35周年記念吟道大会

午前10時開演

ところ／しるべっとホール

コミュニティホールほか

無料

○第37回中標津町老人親睦芸能発表会
と

午前10時～午後３時

※お食事の際には別途料金が掛かります。

正午開演

催／舩水ピアノ教室

き／９月27日㈰

と

き／10月４日㈰

ところ／しるべっと

入場
無料

主
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午後１時開演

コミュニティホール 入場
無料
催／東・北海道岳風会中標津支部

交流センターホームページ http://www.zncs.or.jp/k_center/
保護者と町民の皆さんへ

学校公開日のご案内
学校名

日

中標津小学校
☎72－2565

○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。

時

内

容

授業参観
11日～中学年
16日～高学年
17日～低学年

９月11日㈮・16日㈬・17日㈭
13：30～14：15

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

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

学校の情報

一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

９月24日㈭
授業参観
13：35～15：35
９月26日㈯ ※雨天時は10月３日㈯ 空ビン古紙回収（広陵中校区内）

広 陵 中 学 校
☎73－3161
武 佐 小 学 校
☎74－2004
中標津中学校
☎72－2626
俵 橋 小 学 校
☎73－3869

９月25日㈮
13：25～14：10

授業参観「音読発表会」

９月28日㈪
13：15～15：35

校内英語暗唱・弁論
発表大会

10月１日㈭
13：40～14：25

授業参観

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◎スポーツ体験広場 北方領土まで歩こう会

◇スポーツ広場

と

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）

き／９月22日（火・祝）

ところ／根室市

と

き／９月９日・16日・30日
水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◇ふまねっとで脳も体も元気に!
と

き／９月14日・28日
月曜日 午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館 ２階 体育室

◎さわやか体験広場
と

き／９月９日・16日・30日
水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校

◇軽体操でさわやか気分

◎ミニテニスをやってみる会

と

き／９月14日・28日
月曜日 午後１時30分～３時
ところ／しるべっと（14日美術室、28日展示室）

と

き／９月11日・18日・25日・10月２日
金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

問合先

◎ジュニアミニテニスクラブ

と き／９月26日㈯ 午前９時～10時30分
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

編集後記

▼ 我が家にあるシイタケの
ホ ダ 木。今 年 の 春 は、例 年

になくたくさんシイタケが

できました。美味しいシイ

タ ケ は「 ア ワ ビ の よ う な 食

感がする」と聞いたことが

ありましたが、今年できた

シ イ タ ケ は、ま さ に「 ア ワ

ビのような食感」でした。

秋にも美味しいシイタケ
ができればいいなぁと楽し

みにしています。 （
 板倉）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
９月６日～ 10 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、９月７日㈪・24 日㈭、10
月５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、９月７日㈪・14 日㈪・
24 日㈭・25 日㈮・28 日㈪、10 月５日㈪です。原則、
毎週月曜日が休館日です。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

