今年度の芸術文化祭の日程が決定しました!
中標津の秋を代表するイベント・芸術文化祭が、今年も「しるべっと」と「交流センター」を会
場に下記のとおり開催されます。
町内で活動している文化団体が一堂に会し、ステージ発表や展示部門など多種多様な内容で皆さ
んをお待ちしています。

第68回中標津町芸術文化祭

第33回計根別芸術文化祭

○芸能発表会
と

○見せますフォークダンス
と

き／10月17日㈯～18日㈰
第１部（17日）午後１時開演
第２部（18日）午後１時30分開演

○将棋大会

○合同華展
と

と

き／10月17日㈯ 午前９時30分～午後９時
10月18日㈰ 午前９時～午後７時

と

と き／10月18日㈰ 午前10時～午後３時
担当社中／裏千家なごみ会

○総合展覧会

午前10時～午後５時

き／10月27日㈫～
11月３日（火・祝）
午前９時～午後10時
※菊 の生育状況により、日程が前後する
場合があります。

○第10回記念食の祭典! 計根別新そば祭り

期／前期：10月22日㈭～25日㈰
後期：11月 6日㈮～ 9日㈪
午前９時～午後９時

と

き／11月15日㈰

○芸能発表会

○しるべっとまつり
と

き／10月18日㈰

午後１時～３時

○菊花展

○お茶会

会

き／10月12日（月・祝）

と

き／11月３日（火・祝） 午前10時～午後３時

き／11月22日㈰

午前11時～午後２時
午前10時～午後５時

○お茶会

と き／11月22日㈰
午前10時30分～午後３時

○子ども将棋大会
と

き／11月29日㈰

午後６時～８時

○総合展覧会
会





◎会場はすべてしるべっとです。
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期／12月４日㈮～６日㈰
午前９時～午後10時
◎会場はすべて交流センターです。

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

◇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

き／10月13日㈫・26日㈪
午後１時30分～２時30分
ところ／中標津体育館
13日～２階会議室
26日～２階体育室

と

き／10月７日・14日・21日・28日・11月４日
水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◎さわやか体験広場

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

◇軽体操でさわやか気分

と

き／10月７日・14日・21日・28日・11月４日
水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校

と

き／10月12日・26日
月曜日 午後１時～３時
ところ／しるべっと
12日～美術室
26日～第１研修室

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／10月９日・16日・23日・30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／10月31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

チャリティウォーク 10th

inゆめの森公園
と

き／10月12日（月・祝）

ところ／道立ゆめの森公園
内

容／午前10時～

受付開始

午前11時～

ウォーク

正午～午後２時
主

参加費
小学生以上300円

バザー･手づくり体験

催／なかしべつdeチャリティウォークの会

学校行事だより

計根別……………………………… 11月 8日㈰

～各学校の学芸会･文化祭～

○ 文化祭

○ 学芸会

・中学校

・小学校

中標津…………………… 10月17日㈯・18日㈰

中標津東・武佐…………………… 10月18日㈰

広

俵

計根別…………………… 11月７日㈯・８日㈰

橋……………………………… 10月24日㈯

2

陵……………………………… 10月25日㈰

学校の情報

中標津・丸山……………………… 10月25日㈰

（後期）

学校の情報

学校開放事業 の
利用団体募集
問合先／社会体育係

☎73－3111

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

 年11月から２月まで（土・
今
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10月13日㈫午後５時までに、所定
の用紙（教育委員会にあります）に必要事項を記
入のうえ、教育委員会にお申し込みください。
 申込団体を対象に、10月16日㈮午後７時より
役場にて説明会を行います。
※〈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、学校
施設係で許可を決定します。

計根別幼稚園の新入園児募集について
平成28年度の新入園児を、つぎのとおり募集します。
募 集 期 間 平成27年11月２日㈪から20日㈮まで
願書提出先 計根別幼稚園（☎78－2336）
※願書・募集要項は、計根別幼稚園で配布します。

募集定員
年少児（３歳児） 定員25名
平成24年４月２日～
平成25年４月１日 生まれ
年中児（４歳児） 定員35名
平成23年４月２日～
平成24年４月１日 生まれ
年長児（５歳児） 定員35名
平成22年４月２日～
平成23年４月１日 生まれ

園児募集のご案内

平成28年度（2016年度）

幼稚園は学校教育法に基づく学校で、文部科学省が所管しています。幼児期は、人格の
基礎が形成される大事な時期です。この時期に、幼児の発達段階に応じた豊かな経験や
体験が、健やかな成長の土台となります。集団生活で、友だちとの関わりや基本
的生活習慣を身につけ、同年齢や異年齢の活動を通して社会性も育つよ
う援助します。
また、幼稚園と家庭が連携し、ひとりひとりの子どもたちのより良い
成長へと繋げていきます。中標津町私立幼稚園協議会では、下記のとお
り平成 28 年度の園児募集を行います。
★入園願書発行日…10月15日㈭より

中標津カトリック幼稚園

★入園願書受付日…11月 2日㈪より
※受付期間・時間等は、各幼稚園にお問い合わせ
ください。
★入園願書発行園…右記の各幼稚園
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（☎72－3120）

中 標 津 愛 光 幼 稚 園 （☎72－3160）
中 標 津 ひ か り 幼 稚 園

（☎72－3375）

中標津第２ひかり幼稚園

（☎72－9243）

体育施設ホームページ

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

第39回 なかしべつスイミングフェスティバル
と

き／11月３日（火・祝）

ところ／中標津町温水プール

対

中標津スピードスケート少年団
君たちもトップアスリート!!

問い合わせ・申し込み
温水プール（☎72－7001）
第１・第３月曜日を除く毎日

中!
集
募
員
新規団

募集対象／小学生～中学生の男女
活動期間／10月下旬～12月中旬（陸上トレーニング）
12月中旬～２月下旬（氷上トレーニング）
※シーズントレーニングの他、学年によっては夏期トレーニング、
合宿等を行っています。
募集期間／10月１日～シーズン中、随時募集しています。
中標津体育館で配布している指定の申込用紙に記入し、窓口へ申し込みください。
活 動 費／小学生低学年（１～３年生）14,000円
小学生高学年（４～６年生）16,000円
中学生
18,000円
☆くわしい問い合わせ、申し込みは、中標津体育館（☎72－2316）へ問い合わせください。
☆中 標津スケート協会ホームページからも募集要項の確認、ダウンロードが可能です【http://
n-speed.jp】

温水プール利用時間

10月から
５月まで

☆月曜日から土曜日

遊泳時間と開閉館時間が
変更になります。
☆日曜日・祝日

区分

遊泳時間

区分

遊泳時間

午後

14：00～16：45

午前

10：00～11：45

夜間

17：00～20：45

午後

13：00～16：45

閉館時間は21：00

閉館時間は17：00

☆小中学生は 17 時以降、高校生は 19 時以降、保護者の監督がなければ遊泳できません。
☆ 12 月 11 日㈮から１月６日㈬までは、整備期間のため休館となります。
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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／町内在住の方・町内のスイミングクラブ
スイミングスクール等に所属している方
種
目／リレー種目を除き、一人３種目までエントリー
できます。
申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し、温水プール
窓口にて申し込みください。
参 加 料／一人500円（保険料・プログラム代）
※申込時にお支払いください。
申込締切／10月18日㈰
主
催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
中標津水泳協会
要項配布／中標津体育館、温水プール

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/

読書週間

「 いつだって、読書日和 」
・開町70年記念絵本作家特別講演会

・特別展示「いつだって、読書日和

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。



「絵本作家サトシンさんの絵本＆おてて
絵本たのしくよみまショー」

申し込みは必要ありません。当日会場までお越
しください。講演会後、サイン会を行います。

・わくわく☆チャレンジ教室
「きびだんごをつくろう！」

昔話『桃太郎』でおなじみ、きびだんごを
作って食べてみよう！
と き／①10月24日㈯
午前10時30分～11時15分
②10月25日㈰
午後３時～３時45分
ところ／①交流センター 調理実習室
②しるべっと 実習室
対 象／小学生（１年生～６年生）
定 員／①５名
②10名
※定員を越えた場合は職員による責
任抽選。
締切日／10月16日㈮

サトシン／作 西村敏雄／絵
文溪堂

１冊10円!

町民の皆さんの厚意で集まった本を販売します！
期 間／10月24日㈯～11月９日㈪
ところ／図書館しるべっと側 入り口前
販売期間／図書館開館中（午前10時～午後７時）
主 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
販売収益は図書館への寄贈図書購入費用としま

・朗読会「珈琲のおいしい朗読会」
朗読アナウンスサークルえくすぷりーどによ
る、カフェタイムを楽しめる朗読会です。
と き／10月31日㈯ 午後１時～１時30分
ところ／しるべっと 町民ホール

す。買い物袋・小銭をご用意ください。

・ブックカバーを
かけませんか？

問合せ・申込先
中標津町図書館 ☎73－1121

１人１回
１冊まで

本に透明なフィルムカバーをかけます。
期 間／10月26日㈪～11月３日（火・祝）

いずれも参加無料

10月の展示

～５分から楽しめる読書～」

期 間／10月24日㈯～11月９日㈪
読書の秋は、短い時間から楽しめる読書をし
ませんか？

と き／10月12日（月・祝） 午後２時～３時30分
ところ／しるべっと 第１研修室
対 象／どなたでも

・古本市

10月27日㈫～
11月９日㈪

一般展示

『原作を読んでみよう！』

児童展示

『ファンタジーのせかいへ』
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トはHPで
新着図書リス
います｡
随時更新して

第38回文化講演会

文化会館ホームページ

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

澤口俊之

友の会

対象事業!

「脳を活かして健康ライフ」
「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。

チケッ
好評販 ト
売中!

プレイガイド／しるべっと、中標津体育館、交流センター

ほか

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

友の会

対象事業!

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

チケッ
残りわ ト
ずか!

※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／しるべっとほか、各プレイガイドで好評販売中！
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

第31回 中標津

～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

書道公募展

と

第195回 ロビーコンサート

「～音楽のおくりもの～」

き／10月９日㈮～12日（月・祝）
午前９時～午後９時

ところ／しるべっと
内

と

コミュニティホール

容／町 内の書道愛好家から募集した作品

出

と、審査員の作品を多数展示します。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津書道公募展実行委員会
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。

き／10月24日㈯

ところ／しるべっと

午後１時開演

町民ホール

演／広陵中学校音楽部

プログラム／「プレゼント」「TOMORROW」 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

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

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

なかしべつ
おやこ劇場
と

き／ 11 月 28 日㈯

ところ／しるべっと
出

Trick to Trick

言葉の無い舞台、光と音・マジックとジャグリング
午後１時開場

午後１時 30 分開演

コミュニティホール

演／太田ひろし（マジシャン）、ＫＵＲＯ（ジャグリングパフォーマー）

入場料／こども券 800 円、おとな券 1,200 円、おやこ券 1,500 円
※全席自由、税込み、当日各 300 円増し
※こども（４歳以上高校生以下）、おやこ（大人１人、子ども１人）
※３歳以下入場無料。
プレイガイド／しるべっと、交流センター
主

チケット
好評販売中!

ほか

友の会

対象事業!

催／なかしべつおやこ劇場、（ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

◎第24回中標津カラオケ歌まつり
と

き／10月25日㈰

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円
主
※問い合わせは、
しるべっと
（☎７３－１１３１）へ

○広陵中学校校内合唱コンクール

※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。

と

主

主

き／10月１日㈭～13日㈫

ところ／しるべっと

催／羅臼海上保安署、中標津町教育委員会

主

催／中標津町立広陵中学校

入場
無料

○中標津知床太鼓創立50周年・知床流鼓道
一門会創立10周年記念公演
「和太鼓 知床流」
と

き／10月６日㈫～10日㈯

ところ／しるべっと

午後１時開演

町民ホール

○第39回中標津町老人作品展示会
と

き／10月26日㈪

ところ／しるべっとホール

○羅臼海上保安署移動パネル展
と

催／中標津カラオケ協会

展示室

催／中標津町老人クラブ連合会

き／10月31日㈯

午後６時30分開演

入場
無料

ところ／しるべっとホール

入場
無料

※整 理券をしるべっと、味の時計台中標津店等
で配布中（当日会場でも配布）。
お気軽にお越しください。

◎中標津高等学校吹奏楽部

主

第38回定期演奏会
と

催／「和太鼓知床流」公演開催実行委員会

き／10月12日（月・祝）

○第16回伊藤直子ピアノ教室発表会

午後６時30開演
ところ／しるべっとホール

と

入場料／300円

ところ／しるべっと

主

主

催／中標津高等学校吹奏楽部
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き／11月１日㈰

午後５時30分開演
コミュニティホール

催／ＰＩＡＣＥＲＥ（ピアチェーレ）

入場
無料

交流センターホームページ

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

郷土館発 !

vol.148

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

巡回展示のお知らせ

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

十勝・釧路・根室管内の博物館がイチオシの所蔵
資料や自然風景を紹介したパネルを展示します。
と
き／10月24日㈯～11月８日㈰
と こ ろ／しるべっと ギャラリー廊下
主
共

催／道東３管内博物館施設等連絡協議会
催／中標津町郷土館
（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

民間企業がスポンサーとして雑誌購入費を負
担し、最新号カバーに企業広告を掲載する「中
標津町図書館雑誌スポンサー制度」がスタート
して早１年。このたび町内の丸高マルタカ商事
様から応募があり、第１号のスポンサーが誕生
しました。
随時応募を受け付けていますので、くわしく
は図書館窓口でおたずねください。

10月12日（月・祝）

「体育の日」はスポーツで心も身体もリフレッシュ !!
毎年恒例、年に一度町営体育施設の個人使用
料が無料になる「体育の日」です！
この機会に、スポーツで気持ちの良い汗を流
しませんか？
※利用の際は必ず受け付けをしてください。
※混みあう場合は譲りあって使用してください。
※各施設の利用時間、注意事項を守って、楽し
く使用してください。

募集対象／町内に事業所等を有する事業者また
は町内で活動している団体。
申込方法／図書館が指定する雑誌の中から提供
しようとする雑誌を選定のうえ、所
定の申込書に広告案を添えて図書館
へ提出してください。申込後の審査
会による審査を経て、スポンサー登
録が正式決定されます。
申 込 書／図書館カウンターにて要項および申
込書を配布しています。

無料になる施設
中標津体育館
武道館
温水プール
町営テニスコート（夜間照明含む）
町営ふれあいテニスコート
森林公園パークゴルフ場
正美公園パークゴルフ場（計根別）
問合先／中標津体育館☎ 72-2316
パークゴルフ施設については、㈱中標津
都市施設管理センター☎ 72-0473

編集後記

▼ 先月、釧路市で公演され
た 野 村 万 作、萬 斎 さ ん の

言を見てきました。狂言の

『佐渡狐』
『 棒 し ば り 』の 狂

ユーモアには、中世人とは

変わらない人間の性があ

り、そこに面白さを感じる

のではないかと思いまし

た。み な さ ん も、ぜ ひ「 文

（村田）

化 芸 術 の 秋 」に、古 典 芸 能



などに触れてみてはいかが

でしょうか？

各生涯学習施設休館日のお知らせ
10 月５日～ 11 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、10 月５日㈪・19 日㈪、
11 月２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、10 月５日㈪・13 日㈫・
14 日㈬・19 日㈪・26 日㈪、11 月２日㈪・４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

「体育の日」施設を
無料開放します !

図書館雑誌スポンサー 第１号

