スケート＆ホッケーリンク、まもなくオープン
冬季スポーツを元気に楽しみましょう!!

現在、オープンに向けて準備を進めています。運動公園スピードス
ケート場・アイスホッケー場を安全に利用していただくため、下記のと
おりお知らせします。

○リンクのオープンについて

オープン予定は12月中旬。２月下旬ころまでは利用が可能です。
オープンの正式決定は、財団ホームページ・報道機関を通してお知らせします。
利用時間
午前９時～午後９時 ※年末年始（12月30日～１月５日）は午後４時まで。
利用上の注意
・利用する時は、必ず帽子・手袋を着用してください。スケート靴・帽子・手袋は、利用者ご自身で準備し
てください。
・専用使用がある場合、一般利用に制限が設けられます。
※毎週水・木・金曜日の午後５時45分から７時15分は、スケート少年団の専用使用となります（スピー
ドスケートリンク）。
・リンクコンディション不良の場合は、補修や整氷作業のため、利用の一時中止や閉場をする場合があります。
・施設の放送や係員の指示のもと、安全利用にご協力ください。

○リンク使用前の受付について

利用前に必ず、管理棟窓口で受け付けしてください。また、高校生以上
の方は利用料がかかりますので、受付時にお支払いください。

○用具貸し出しもあります !

子ども用ヘルメット・肘＆膝のサポーターを貸し出ししていますので、
お気軽に窓口へお申し出ください。

利用券種類（高校生以上）
１回券（103円）
回数券（６回分515円）
シーズン券（1,545円）

☆利用について不明な点、リンクコンディションの確認などは下記に問い合わせください。

運動公園管理棟☎72－8003

中標津体育館☎72－2316

森林公園スキー練習場

１月下旬オープン予定

スキー

スノーボード

そり

午前９時～日没

○

○

○

日没～午後９時

月・水・金
土・日

火・木

夜間照明は午後６時点灯

夜間の使用は安全のため開放日を守って使用して
ください。

注

意

×

夜間は使用できません。
スロープに向かって右側を使用し
てください。

・スロープ（斜面）を登るときは両端を登りましょう。
・ジャンプ台などの設置はしないでください。 ・ゴムチューブの使用は禁止しています。
・ロープトーはスキー協会、スキー少年団が設置管理している専用施設ですので、一般で
は使用できません。

※専用使用の場合は使用日の前日までに、教育委員会または体育館へ申し込みのうえ、教育委員会の許可を
受けてください。
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と「怖いと感じる気持ち」が葛藤することで起こ

ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

ると発表されました。

人見知りの時期

ほかの人に近づきたいという人懐っこさが強

年末年始、久しぶりに会った親戚や友人を見

いお子さんほど、人見知りが起こりやすいといわ

て、赤ちゃんが大泣き。以前は、あんなに笑って

れています。人見知りが一気になくせる方法はあ

いたのに、なぜ？おばあちゃんやおばさんががっ

りませんので、時間をかけて慣れさせていくしか

かりする様子に、困惑するママ。

ありません。ほかの人が近づいたり抱っこしたり
して、赤ちゃんが泣き出したときは、無理しない

これが「人見知り」の始まりです。赤ちゃんの
人見知りは、一般的に生後６～７ヶ月ごろに始ま

ことです。
「○○ちゃんのことが大好きなんだよ」

るといわれます。個人差が大きく生後３～４ヶ月

と、ママがやさしく語りかけてあげてください。

ごろから始まる子もいれば、１歳を過ぎてからと

そして、赤ちゃんの好きなおもちゃなどを利用し

いう子もいます。いつまで続くのかは、始まった

ながら少しずつ距離を縮め、徐々にスキンシップ

時期にも左右され、一般的には２～３歳ごろに終

に移行させましょう。周りの人たちから愛される

わる子が多いといわれますが、１歳ごろに治まる

ことが、育児の源。

家庭教育・子育て支援情報

区別できたうえで、他人に「近づきたい気持ち」

赤ちゃんとともに、年末年始、家族ふれあいの

子もいれば、２歳を過ぎても続く子もいます。

時間をだれもが楽しんで過ごせますように。

赤ちゃんの人見知りは、心の成長が関係して
います。以前は、ママと他人の区別がつくように
なって、他人を怖がることで表れると考えられて

ＮＰＯ法人 子育てサポートネット る・る・る

いました。しかし、最近の研究ではママと他人を



代表理事 松實とよ実

根室管内に残る戦争遺跡

だより

先の大戦で構築された、根室管内の戦争遺跡に
ついて紹介するパネル展を開催します。
戦後 70 年という節目の年に、もう一度「戦争と
平和」について考えてみませんか？

○1 2月からゲート開閉時間が午前８時～午後６
時になりました。
○ビジターセンター開館時間は、午前９時～午後
５時です。
○年末は12月29日㈫まで開園し、１月は６日㈬
から開園します。
く わしい問い合わせは、管理事務所（☎72－
0471）へ。

と

き／ 12 月５日㈯～
平成 28 年１月 31 日㈰
午前 10 時～午後 4 時
ところ／中標津町郷土館
休館日／月曜日（祝日の場
合は翌日）
年 末 年 始（12 月
21 日～１月８日）
主 催／中標津町郷土館
協 力／根室管内学芸職員研究会

※暴風雪などによる閉園情報はフェイスブックで
お知らせいたします。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www.yumemori.jp/
道立ゆめの森公園フェイスブックページ
https://www.facebook.com/yumenomori
ゆめの森公園日記
http://yumemori.jugem.jp/

料

観覧無

＊パネル展は、中標津空港ロビー（12 月 23 日～
１月５日）、交流センター（２月６日～ 28 日）、
しるべっと（３月３日～ 21 日）を巡回します。
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生涯学習情報

中標津町郷土館事業特別巡回展

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
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!
と

◎ミニテニスを楽しむ会
と

き／12月14日・21日
月曜日

き／12月９日・16日・１月６日
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

体育室

ところ／中標津体育館

◇軽体操でさわやか気分
◎さわやか体験広場
と

と

き／12月14日・28日

き／12月９日・16日・１月６日
水曜日

月曜日

午後１時～３時

午後７時～８時30分

ところ／しるべっと

ところ／丸山小学校
問合先

◎ミニテニスをやってみる会
と

中標津町緑ヶ丘６番地３

中標津町運動公園管理棟内

き／12月11日・18日・25日
金曜日

〒086－1148

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

午後１時30分～３時

クラブマネジャー

澤野

TEL 72－8003

ところ／中標津体育館

㓛

FAX 72－8009

仮称総合体育館建設基金が設立されてから、複

総合体育館建設への
ご支援に感謝します

数の団体および個人の方より総合体育館の建設費
として指定寄附をいただいております。これまで
の寄附総額は 31,212,300 円です。ご寄附いただ
きました皆さまに、心より感謝申し上げます。
平成 26 年 12 月から平成 27 年 11 月に、ご寄附
いただいた方をご紹介します。
株式会社

学校の情報

学校公開日のご案内
学校名
丸 山 小 学 校
☎73－4411

計 根 別 学 園
☎78－2052

日

時

世起

様

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

学習参観日
10日…１～３年生、みどり
11日…４～６年生

12月10日㈭・11日㈮
13：35～14：20
12月11日㈮
中学部13：30～14：20
小学部13：35～14：20

学習参観
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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

財団主催

小学生スケート教室
はじめてのスケート

と
き
対
象
受 講 料

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

はじめての子も、
上手な子も、
みんなでスケート♪

～はじめの一歩～

間近!!

締め切り

中!!

参加者募集

12月28日㈪、29日㈫ 午後１時15分～２時30分
初めてスケートを行う、またはスケート靴で氷上を歩くのがやっとの小学生30名
1,400円
申込締切日 12月14日㈪

レベルアップスケート

～さらなるレベルアップを～

12月28日㈪、29日㈫ 午後２時45分～４時
スケート靴で氷上を走る、滑ることができる小学１・２年生30名
1,400円
申込締切日 12月14日㈪

申し込みについて
○体育館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。
問合先／中標津体育館

☎72－2316

第39回 中標津町スピードスケート大会

申込期間／12月18日㈮～平成28年１月13日㈬

と き／平成28年１月24日㈰
ところ／運動公園スピードスケート場
対 象／幼児～一般
☆町内在住または勤務先が町内の方。
参加料／400円 ☆申込時にお支払ください。
種 目／複数種目にエントリー可能
【幼児・小学校低学年：100m、300m】
【小学生以上:500m、1000m、1500m、3000m】
【リレー競技:2000mR（600m／400m／400m／600m）】

中標津スキー少年団

参加者募集!

申込先／運動公園管理棟窓口
☎72－8003（午前９時～午後９時）
※悪天候による施設閉場の場合は受け付
けできません。
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

主

管／中標津スケート協会

問合先／中標津体育館

☎72－2316

長靴アイスホッケー、
アイスホッケーを楽しみませんか？

集

団員募

募集対象／小学１年生～中学生まで（滑れなく
てもOK）
活動期間／１月中旬～３月初旬（予定）
毎週月・水・金曜日（予定）
練習場所／森林公園スキー練習場
年 会 費／8,000円
申 込 先／中標津体育館窓口
問 合 先／石毛（いしげ）
☎73－3111（役場農林課）

長靴アイスホッケー（道具は無料貸し出し）を、
チームワークに自信のある職場仲間、町内会、友
人同士で楽しみませんか。
また、アイスホッケー（道具の貸し出しはあり
ません）に興味のある方も募集しています。各種
大会も開催しますので、気軽にお問い合わせくだ
さい！
問合先／金曽（かねそ）
☎72－2316（中標津体育館）

温水プールより整備休館のお知らせ

問合先／中標津体育館 ☎72－2316

☆月曜日から土曜日

施設整備のため、下記のとおり休館となりますの

区分
遊泳時間
午後 14：00～16：45
夜間 17：00～20：45
閉館時間は21：00

でご理解、ご協力をお願いいたします。
整備休館：12月11日㈮～平成28年１月６日㈬
利用再開：平成28年１月７日㈭午後２時
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☆日曜日・祝日
区分
遊泳時間
午前 10：00～11：45
午後 13：00～16：45
閉館時間は17：00

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。

と
き
対
象
受 講 料

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/

『としょかんクリスマス会』
クリスマスツリーの飾りを作る工作、紙人形劇、クリスマス
のうた、ダンス、読み聞かせサークル「おはなしの木」による
おはなし会など、盛りだくさんのイベントです！

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

と

き：12月13日㈰

ところ：しるべっと

午前10時～11時30分

コミュニティホール

※申し込みは不要です。当日ご来場ください。

『パパさんおはなし会

～お父さん、絵本読んで！～』

『１日司書体験』
図書館のお仕事を体験してみませんか？カウンターで
貸出・返却をしたり、本を棚に戻すお仕事をします。

子育て中のパパ司

と

書と一緒に読んでく

き：平成28年１月11日（月・祝）
午後２時～３時

れるお父さん（おじ
いちゃんも可！）を募集しています♪図書館まで

と こ ろ：図書館

ご連絡ください。
と
き：12月12日㈯

対

象：町内在住の小学生

定

員：８名

午後２時～２時30分

と こ ろ：図書館おはなしコーナー
対

申込締切：12月18日㈮

象：どなたでも参加できます。

※昨年度参加した方も申し込みできます。

※申し込みは不要です。当日ご来場く

※定員を超えた場合は職員による抽選の後、

ださい。

いずれも参加無料！

12月の展示

電話で連絡をします。
問合せ・申込先：中標津町図書館

☎73－1121

一般展示

『食べる本』

児童展示

『メリークリスマス！』

プチ展示

『今こそ掃除！収納！整頓！』『時代小説』

郷土学習情報

戦後70年特集③～熊部隊と俣落
太平洋戦争末期の昭和 20 年。旭川第七師団から編成された「熊 9207 部隊」が、
標津の浜からアメリカ軍が上陸してくることを想定して緊急配備されました。
部隊は、戦闘に備えて坑道陣地や塹壕、防空壕などを構築しており、場合によっ
ては、中標津原野でも沖縄のような地上戦が繰り広げられていた可能性があり
ました。なお、軍部は、北海道の本土決戦について「計根別平地」もしくは「苫小
牧平地」を主戦場として想定していました。
参考文献：俣落開基・開校記念事業協賛会（1993）
『またおち川』
☞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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坑道陣地

☎72－2190

タカトシ寄席

文化会館ホームページ

in中標津 ミルクパワー全開！

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

vol.５

と

き／平成28年１月11日（月・祝）
午後２時30分開場 午後３時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／１階指定席2,900円、２階自由席2,400円
※税込み、当日400円増し。
※５歳以上有料。４歳以下ひざ上無料。
※しるべっと窓口取扱い分「１階指定席」は完売しました。
※出演者は予告なく変更する場合がございますが、払い戻しは
いたしません。予めご了承ください。
プレイガイド／しるべっと、チケットよしもと、ローソンチケット、チケットぴあ

中!

チケット販売

と

き／平成28年２月26日㈮
中!
ト販売
チケッ
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／【Ｓ席】一般2,500円、高校生以下1,500円
【Ａ席】一般2,000円、高校生以下1,000円
※宝くじの助成により特別料金となっています。
※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、別海町中央公民館、
標津町生涯学習センター、ローソンチケット

KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2015－2016

“風の果てまで”

と き／平成28年４月13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
中標津公演
入場料／6,500円
※全席指定、税込み
※３歳未満入場不可。（３歳以上チケット必要）
〔チケット販売〕
①中標津町先行販売
【12月20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全国一般販売【平成28年２月27日㈯】
・ローソンチケット、チケットぴあ、イープラスにて取扱い開始。
問い合わせは、しるべっと（☎73－1131）まで。
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開催決定!

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。

宝くじ文化公演 そして母はキレイになった

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

中標津文芸 第31号
12月10日㈭
発刊!!

第199回 ロビーコンサート

中標津町の文芸愛好者
を中心に、根室管内在住
者や在住経験のある方々
から寄せられた文芸作品
を多数収録しています。
定 価／ 800 円（税込）
編 集／中標津文芸編集委員会
発 行／ （ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

「サンタからの音楽の贈り物」
と

き／12月26日㈯

ところ／しるべっと
出

午後１時開演
町民ホール

演／中標津高校吹奏楽部

プログラム／「赤鼻のトナカイ」「ジングルベル」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

※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。

○平成27年度琴名流大正琴・琴悠会
釧根支部交流会

○第21回島本真紀子門下生ピアノ発表会
と き／12月20日㈰ 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／島本真紀子ピアノ教室

と き／12月10日㈭ 午前10時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／琴悠会・釧根支部

○小野富美子・今利恵音楽教室発表会（ピアノ）
と き／12月23日（水・祝） 午前11時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場
無料
主 催／小野富美子・今利恵音楽教室

◎2015年度ＰＴＮＡコンペティション
入賞者記念コンサート
と き／12月12日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／800円 ※当日200円増し
主 催／全日本ピアノ指導者協会 根室・中標津支部

○HAGU♡hagu～Smily～
ガールズコレクション2015 第１回おさらい会
と き／12月26日㈯ 午後１時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／HAGU♡hagu～Smily～

○第20回豊田好子門下生ピアノ発表会
と き／12月13日㈰ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
主

催／北根室鍵盤楽器協会

○faireフルート教室フルート発表会

入場
無料

と き／12月27日㈰ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
主 催／faireフルート教室

○中標津高等学校美術部・写真部作品展
と

き／12月17日㈭～22日㈫
※22日は午後４時30分まで。
ところ／しるべっと 展示室
主

入場
無料

入場
無料

○釧路バレエ・アカデミー中標津
恭子スタジオスワンの会
会員随時募集中（体験レッスン大歓迎！）

催／中標津高等学校美術部・写真部

例

会／火曜日【１ ～ ５ 年 生】午後４時～５時30分

【６年生～大人】午後５時30分～７時

土曜日【３才～１年生】午前11時～12時

○小野富美子・今利恵音楽教室発表会（エレクトーン）
と き／12月19日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
主

催／小野富美子・今利恵音楽教室

【１年生～大人】正午～

会 場／スポーツピア２階
問合先／事務局：矢野☎090－6991－5370
門馬☎090－9520－3700

入場
無料
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楽しい木工芸教室（冬）
～参加者募集中～

コース

と

木のパズルやかわいい壁掛け、木のおもちゃづくりに
挑戦してみませんか？一般コースは旋盤を使って花瓶や
器をつくります。初心者の方でも最後までサポートしま
すので、安心して申し込みください。

き

内

Ａ

１月７日㈭～８日㈮

Ｂ

１月12日㈫～13日㈬

午後１時

Ｃ

１月７日㈭～８日㈮

～３時30分

Ｄ

１月12日㈫～13日㈬

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

容

対

象

パズル他

町内の小・中学生
(小学生3年生以下保護者同伴)

花瓶・器

一般(町内在住の方)

定員
５人
５人
１人
１人

ところ／緑のふるさと研修舎 木工室
指 導／木工芸サークル
参加費／大人2,000円 小中学生1,000円（保険料含む）
持ち物／マスク、スカーフ、帽子、軍手ほか汚れてもいい服装でお越しください。なお、作りたいもの
がありましたら、当日図面（図案）をお持ちください。１人１作品とします。
申込期間／12月７日㈪～15日㈫ ※ただし、定員になり次第締め切ります。
申込先／社会教育係 ☎73－3111（内線277）
主 催／木工芸サークル
共 催／中標津町教育委員会

しるべっと学園

平成 28 年成人式について

年越しそば打ち教室
と

と き
ところ
内 容

き／12月20日㈰
①午前の部

新成人の対象となるのは、平成７年４月２日
から平成８年４月１日までに生まれた方です。
学校や勤務先の関係で町に住民登録がない方も
成人式に出席することができます。
出席を希望される方は、12 月 10 日㈭まで
に、下記へご連絡ください。当町に住民票があ
る方は往復はがきにより案内します。

午前９時30分～12時
②午後の部
午後１時～３時30分
ところ／しるべっと
講

実習室・美術室

師／中標津手打ちそば同好会会員

受講料／1,000円（中学生以下500円）
対

◎新成人のご家族や知人の方も、会場に入場い
ただけます（申込不要）。
連絡・問合先／社会教育係
☎ 73 － 3111（内線 277）

象／小学生～一般成人
※小学生は要保護者同伴

定

１月７日㈭ 午後１時30分より
しるべっとホール
オープニングセレモニー、式典、記念
写真撮影

員／各15名（先着順）

持ち物／エプロン、三角巾、タオル２枚
申込先／しるべっと（☎73－1131）

各生涯学習施設休館日のお知らせ

※12月15日㈫締め切り
主

（12月６日～１月９日）

催／ （一財）中標津町文化スポーツ振興財団

編集後記

今年も残りわずかとなり
ました。みなさんはどんな

▼
一年だったでしょうか。私

は今年を振り返ると昨年と

は違う一年を送ることがで

きたと感じています。成人

式や野球の全道大会出場な

ど 楽 し か っ た こ と、ま た、

例年にはない大雪が降るな

どの大変な思いをしたこと

など、濃い一年だったと思

います。来年はどんな一年

（輪島）

になるか楽しみにして、今



年あと一ヶ月過ごしていき

たいです。

しるべっと（総合文化会館）
・図書館・交流センター
の休館日は、12 月７日㈪、21 日㈪、12 月 29 日㈫～１
月５日㈫です。
郷土館の休館日は、12 月７日㈪、14 日㈪、12 月 21 日
㈪～１月９日㈯です。
体育館・武道館の休館日は、12 月７日㈪、21 日㈪、12
月 26 日㈯～１月５日㈫です。
温水プールは、12 月 11 日㈮～１月６日㈬まで整備休
館です。
※運動公園（スケートリンク）は年末年始も使用でき
ます。
〔くわしくは表紙をご覧ください〕
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