郷土館特別展

知られざる幕末会津藩



北辺防衛の歴史

本特別展では、幕末に北辺防衛のためにこの地方に渡って来た会津藩と、
標津川沿いを通っていた旧斜里山道などについて紹介しています。
「標津番屋屏風」（新潟市西厳寺所蔵）

と

き／１月26日㈰まで開催中

午前10時～午後4時まで

ところ／中標津町郷土館展示室
主 催／中標津町郷土館
共 催／一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／標津町ポー川史跡自然公園・別海町郷土資料館

中標津町郷土館

利用案内

開館時間／午前10時～午後４時

※２月までの冬期開館時間です。

休 館 日／月曜日、祝日の翌日

※月曜日が祝日の場合は翌日、翌々日

今月の休館日はつぎのとおりです。
６日㈪・14日㈫・15日㈬・20日㈪・27日㈪
◎開館時は丸山公園駐車場入口にある看板に、「開館中」と表示しています。
◎館内は寒いので、暖かい服装でお越しください。
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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！

長靴アイスホッケー広場

【スポーツ広場】

と

き／１月25日・２月１日・８日
毎週土曜日 午後１時30分～３時30分
ところ／中標津町運動公園アイスホッケー場
内 容／・長靴アイスホッケーのやり方
・技能練習、競技のやり方、ゲームなど
対 象／小学生（学年、男女は問いません）
参加料／100円（保険料）※会員は無料
参加申込／下記のいずれかで、指定の申込書に必
要事項を記入して提出してください。
①運動公園管理棟内
②中標津体育館
③しるべっと
申込期間／１月14日㈫～21日㈫

◎さわやか体験広場
と

き／１月８日・15日・22日・29日・２月５日
毎週水曜日 午後７時～８時30分
ところ／丸山小学校体育館
※種目：ミニテニス

◎ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上歓迎）
と

き／１月８日・15日・22日・29日・２月５日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

◎ミニテニスをやってみる会（どなたでも）
と

き／１月10日・17日・24日・31日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

問い合せ

◎ジュニアミニテニスクラブ（小学生と親）
と き／１月11日㈯ 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 船山幸利
TEL ７２－８００３ FAX ７２－８００９

第７回 ウッキー大作戦



長ぐつｄｅアイスホッケー

チームみんなで

攻めて守って戦おう!
熱い戦いが繰り広げられ
る「ウッキー大作戦」
。大会
当日は温かい飲み物や食べ
物も用意していますので、
ご家族そろってお楽しみく
ださい♪
と

き／２月16日㈰
※悪天候の場合は中止になること
があります。

ところ／運動公園アイスホッケー場
対 象／年中児から中学生の男女
参加料／１人：200円（保険料含む）
☆参 加料は申込時にお支払いくだ

部

門／キ ッ ズ 幼児10名以内（年中児～年長児）
ホ ッ プ 低学年10名以内（１～２年生）
ステップ 中学年10名以内（３～４年生）
ジャンプ 高学年10名以内（５～６年生）
ジュニア 中学生10名以内（１～３年生）
※共通事項：①参加チームが３チーム未満の

場合は中止とします。
②チーム編成に男女の区分は設
けていません。
持ち物／長ぐつ・防寒着・帽子・手袋・マイカップ
（ウッキーは隊員とエコ活動を応援します）
申込期間／１月６日㈪～２月２日㈰午後９時まで
※運動公園管理棟窓口で受け付けします。
主
共

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
催／ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー
中標津アイスホッケー協会

さい。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
広陵中学校

豊かな人間性を育む心の教育〜空ビン古紙回収を通して

本校では、毎年９月下旬から 10 月初旬にかけて
「空ビン古紙回収」を行い、収益金は町内の福祉施設
や児童施設への物品寄付に使っています。歴史を紐
解くと、平成６年度の生徒会誌に「空ビン古紙回収」
の記述があります。当初は、今のようにボランティ
アの要素があったか、その収益を何に使っていたか
どうかはわかりませんが、20 年前から行われてい
る行事であることは間違いありません。
昨年は、予定していた２日間とも雨で中止となり
ました。２年ぶりに行った今年、ご家庭の中には２
年分を貯めておいていただいた方もおられました。
最近では、町内会での回収も行われていますが、毎
年、広陵中で集めているからと新聞をとっておいて

いただいている方がおられることに感謝していま
す。
「空ビン古紙回収」は単なるボランティア活動で
はありません。生徒たちが地域の方々と直接かかわ
る大切な機会でもあります。人は人によって育つと
言われ、人の心に触れることが人の心を思いやった
り大切にしたりする心を育てます。古新聞や空ビン
の回収では、一軒一軒はわずかな時間の触れ合いか
もしれませんが、その触れ合いが生徒たちにとって
貴重な経験です。今年、回収していく中で、
「お疲れ
様 よろしくお願いします」や「少なくて申し訳な
いのですが、回収、お願い致します」などメッセー
ジ付きのものがありました。生徒たちはそれを見つ
けてとても喜んでいました。
時代の変化とともに、空き瓶は缶やペットボト
ル、紙パックに代わり、新聞はインターネットの普
及で購読者が減っているようです。しかし、回収作
業では地域の方々との触れ合いを通して、人の優し
さや温もりを感じる大切な機会となっていることは
変わりません。それだけに大切にしていかなければ
ならない活動の１つと考えています。

（教頭 谷村靖志）

学校公開日のご案内
学校名

中標津東小学校
☎72－3314

日
時
１月23日㈭ ４.５.６年
１月24日㈮ １.２.３年
10：30～11：15

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

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

冬休み作品発表会

広 陵 中 学 校
☎73－3161

２月４日㈫
13：35～14：25

学習参観日

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

１月24日㈮
13：40～14：45

読書体験発表

生涯学習情報

2014年は１月６日㈪開園
ソリ、チューブ、歩くスキーは無料で貸し出しています

ƫǓǕ

チューブ・ラフティングは小学生以上が対象です

冬期のゲート開閉時間は午前８時～午後６時、ビジ
ターセンター開館時間は午前９時～午後５時です。
雪は友だち !! 冬遊び場を開放しています。
①ソリ・コース、チューブ・コース
駐車場からの階段左側。
②歩くスキー初心者コース
パークゴルフ場周囲、翼とふれあいのゾーン
③歩くスキー一般コース センターゾーン、自然観察路
④スノーモービルによるチューブ・ラフティング
毎週日曜日、午後１時～１時 30 分
センターゾーン「くじらの海」
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○くわしくは、管理事務所または下記ホームペー
ジ、ブログで最新情報をご確認ください。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~yumemori/
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/


道立ゆめの森公園管理事務所 ☎72－0471

第37回

参加者募集!

中標津町
スピードスケート大会
と き／２月２日㈰
ところ／運動公園スピードスケート場
対

参加料／400円
☆申込時にお支払いください。

第51回

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

目／複数種目にエントリー可能
【幼児・小学１～２年：100m，300m】
【小学生以上：500m，1000m，1500m，3000m】
【リレー競技：2000mR（600ｍ/400ｍ/400ｍ/600m）】

締切り／１月22日㈬
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

中標津町卓球大会

参加者募集!

と き／２月２日㈰ 開会式：午前９時～
ところ／中標津体育館
対 象／小学生～一般 ☆町内在住または勤務先が町内の方。
種目・参加料／シングルス【小学生100円，中学生200円，高校生以上300円】
ダ ブ ル ス【１ペア500円】
☆参加料は申込時にお支払いください。
締切日／１月25日㈯
申込・問合先／中標津体育館 ☎72－2316
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津町卓球協会

キッズサッカー教室

なかしべつ歩くスキー同好会 会員募集!

たくさんの友だちと楽しみながらボールとふれ
あい、サッカーの楽しさを体験しよう！

冬の醍醐味！冬景色を見ながら良い汗をかきま
せんか？

と

【活動内容】１月～３月

き／２月22日㈯
①午前10時～12時
②午後１時～３時
※どちらか１コースを選んでください。
ところ／中標津体育館
対 象／町内の年中児～年長児
定 員／各コース35名
参加料／500円（保険料を含みます）
申込期間／１月７日㈫～２月11日（火・祝）
※中標津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側にて抽選
を行います。参加者が少ない場合は中
止となります。
その他／教室の最後には、子どもたちと来場され
ている保護者の方との、交流ミニゲーム
も開催予定です。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津サッカー協会

土曜日：ゆめの森公園での基礎練習
日曜日：「根北峠」
「弟子屈900草原」などへのツアー

問合先／事務局

斉藤☎72－3549（自宅）

平成26年度

町営体育施設等の利用希望について
平成 26 年度（４月１日～翌年３月 31 日）の
町営体育施設等利用予定（スポーツ大会・各種
イベント）を調査しています。予定のある団体
は、下記の期日までにお知らせください。
※サークル活動・練習会をのぞきます。
※くわしくはお問い合わせください。

２月25日㈫午後５時まで
問合先／中標津体育館
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☎ 72 － 2316

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／幼児～一般
☆町内在住または勤務先が町内の
方。

種

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/

蔵書点検による
特別休館のお知らせ

１月の展示
一般展示 『美への架け橋』

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

蔵書点検のため、下記の期間中休館いたしま
す。
期間中、返却本は図書館入口前の返却ポスト
へご返却ください。
※ＣＤ・ビデオは開館時直接カウンターへお
持ちください。

★年 末年始、たくさん食べすぎちゃったかも…。でも
大丈夫！図書館にあるダイエットやエクササイズの
本を読んで、美しくなりましょう！

児童展示 『日本のつくりかた』
★私たちが住んでいる日本は、一体どんなものででき
ているのでしょう。日本を支える産業や伝統文化を
調べてみよう！

期間

プチ展示 「オリンピック」

「若い人へ贈る本」

３月３日㈪（通常休館）
３月４日㈫～３月９日㈰（特別休館）

新 着 図 書 案 内
『図書館のトリセツ』

『Excel 関数逆引き辞典パーフェクト』


きたみあきこ／著（一般） 『プケコの日記』


福本友美子／著（ＹＡ）
サリー・サットン／著（ＹＡ）

 ビル・オライリー／著（一般） 『香月流！幽雅な相談室』
『ケネディ暗殺 50 年目の真実』


磯貝由恵／著（一般） 『ハーブのティーパーティー』

『魔法の「オイル漬け」BOOK』

香月日輪／著（ＹＡ）
あんびるやすこ／著（児童）

 ねづっち／著（児童）
 『なぞかけ動物園 江戸のなぞなぞ』
『もし僕がいま 25 歳なら、こんな 50 のやりたいことがある。』

松浦弥太郎／著（一般） 『謎の国からの SOS』

エミリー・ロッダ／著（児童）
『潮鳴り』
『まほろ駅前狂騒曲』

葉室麟／著（一般） 『バラの城のゆうれい』


斉藤洋／著（児童）

三浦しをん／著（一般） 『ユッキーとダルマン』


大森裕子／作（児童）

『猫を拾いに』

川上弘美／著（一般） 『十二支のおやこえほん』


 ニニー／作（児童）
冲方丁／著（一般） 『さわれるまなべるきょうりゅうたち』

『はなとゆめ』
『名もなき日々を』

高畠純／作（児童）

 ヘレン・ドカディ／作（児童）
宇江佐真理／著（一般） 『モラッチャホンがきた！』

『新釈にっぽん昔話』

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

郷土学習情報

vol.128

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

会津藩と斜里山道
郷土館では、昨年の 12 月４日から特別展『知られざる幕末会津藩北辺防衛の歴
史』と題して、会津藩が幕末期にロシアなどの異国船に対する警備を行うため、標
津に来た経緯を紹介しています。
例えば、この地方に警備にやってきた会津藩士は、斜里から標津まで陸路「斜里
山道」を３泊４日で通行し、その道中、中標津原野に所在する休憩所や宿泊所にお
いて、標津の番屋やアイヌの人々からもてなしを受けていたことなどなど…。
中標津原野が開拓される半世紀前にどんなことがあったのか、これを機会に触
れてみてはいかがでしょうか。
☞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

森山直太朗コンサートツアー 2013～14

『自由の限界』

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

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

と き／２月２日㈰ 午後４時30分開場 午後５時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／6,300円 ※全席指定、税込み
     ※未就学児入場不可、窓口でのカード払い不可
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団、AIR－G′ＦＭ北海道

新春書き初め会
しるべっとと交流センターを会場に、新春書き初め会を開催
します。
2014 年の新春に気持ちを新たにして、書き初めに挑戦して
みませんか。大好評のカラー書道の体験も行ないます。

し る べ っ と 会 場
と き／１月９日㈭ 午後１時～４時
ところ／しるべっと コミュニティホール
展示期間／１月10日㈮～14日㈫

交流センター会場
と き／１月10日㈮ 午前10時～正午
ところ／交流センター 大集会室
展示期間／１月11日㈯～16日㈭

オールディーズ
アマチュアバンド
フェスティバル
出演者募集!!

と き／２月 16 日㈰ 午後１時開場 午後２時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
出演条件／管 内で活動しているアマチュアバンドで、メンバーの中に 50
代の方が２名以上入っていること。
※１バンドの持ち時間は出入り含め 30 分以内です。
出演料／１バンド 5,000 円
申込方法／１月７日㈫から 14 日㈫までに、しるべっと（☎ 73－1131）へ
申し込みください。先着７バンドになり次第締め切ります。
主 催／ （ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団
オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会
※このイベントは出演者が中心となって企画運営を行ないます。

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。

対 象／幼児から一般成人まで
参加料／無料
持ち物／書道道具一式、ゴミ袋、新聞紙、題材
※題材は画仙紙、半紙どちらでも可
※紙（画仙紙、半紙）は主催者で用意して
います。
但し、画仙紙は１人５枚まで。
申し込み／当日、直接会場へお越しください。
主 催／雨城書道同好会
（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。

プレイガイド／
チケット
・しるべっと窓口 ☎73－1131
残りわずか!
・ローソンチケット
☎0570－084－001 Ｌコード１６０５６
・チケットぴあ
☎0570－02－9999 Ｐコード２０６－８９８
・イープラス（webサイトのみ）http://eplus.jp/

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

札幌交響楽団 中標津公演

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

札響音楽監督・尾高忠明と札幌交響楽団がお届けする、
新世界交響曲と映画音楽の名曲の数々によるプログラム。
と き／３月22日㈯ 午後４時30分開場 午後５時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人3,000円、小中高校生1,000円
※全席指定、税込み
※未就学児入場不可、窓口でのカード払い不可
主

催／札幌交響楽団・北海道新聞社

共

プレイガイド／
①しるべっと鑑賞友の会先行販売
【１月７日㈫ 午前９時～】
※しるべっと窓口のみ。
※電話予約は午前10時から。
②一般販売
【１月14日㈫ 午前９時～】
・しるべっと窓口 ☎73－1131
※電話予約は午前10時から。
【１月14日㈫ 午前10時～】
・チケットぴあ ☎0570－02－9999
http://pia.jp/t
Ｐコード219－981

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

中標津ゆかりの芸術展

中標津町

「宮脇素溪 書道展」

小中学生
総合作品展

と

き／２月７日㈮～12日㈬
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと 展示室

と

き／２月７日㈮～12日㈬
午前９時～午後６時
ところ／しるべっと コミュニティホール
内 容／町内の各学校から寄せられた、子どもた
ちによる絵画、工作、書道、手芸の作品
を展示します。個性あふれる秀作ばかり
ですので、ぜひご覧ください。
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

プロフィール／
昭和52年、父が中標津で開いた書道教室を引継ぐ
昭和54年、全日本書芸文化院 師範認定
平成11年、（一財）日本書道美術院 教育部審査員

主

催／（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。

○雨城書道同好会新春書き初め展
と

○未来のハーモニーコンサートⅦ

き／１月７日㈫～10日㈮

と

※初日は正午から、最終日は午後１時まで。

ところ／しるべっと 展示室
主 催／雨城書道同好会

き／１月25日㈯

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール

入場無料

入場
無料

主 催／中 標津小学校丸山小学校合唱部父母の会、
中標津小学校丸山小学校合唱部、両小学校

○第25回菅野ヴァイオリン教室中標津教室発表会

合唱部ＯＢ合唱団「虹」保護者の会

と き／１月13日（月・祝） 午後２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／菅野ヴァイオリン教室

○認知症の当事者である中村成信さん講演会
「地域で認知症の方を支えるために」

○オーボエ・ピアノデュオコンサート～音の旅～

と

と き／１月18日㈯ 午後２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／福田紘子・関口百子

き／１月26日㈰

ところ／しるべっと
主

7

午後１時30分開演

コミュニティホール 入場
無料
催／根室地域ケア研究会

交流センターホームページ

第９回 子どもステージ
参加団体募集!

inしるべっと

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

元気な子どもたちが主役のイベント
「子どもステージinしるべっと」を開催！
出演者を大募集します！

と
き／３月９日㈰ 午後１時開場 午後１時30分開演
と こ ろ／しるべっとホール
内
容／ステージ発表できる内容であれば、ジャンルは問いません。
参加資格／町内近隣で活動する団体に所属する子どもたち。
募 集 数／12団体
発表時間／ 10 分～ 15 分（出入り、準備を含む）
申込方法／申込書（しるべっとにあります）に必要事項を記入の上、しるべっとまで提出し
てください。ファックスでも受け付けます（FAX72 － 7767）
。
申込期間／１月７日㈫～ 22 日㈬ ※募集数に達した段階で締切ります。
問 合 先／しるべっと（☎ 73 － 1131）
主
催／ （ 一財 ） 中標津町文化スポーツ振興財団

中標津文芸

第29号

総合体育館建設への
ご支援に感謝します

好評
発売中!

「中標津文芸」の最新号は、総勢 43 名 53 作品
を収録して発売中です。お求めはしるべっと、
交流センター、町内各書店等にて。
【29号掲載ジャンル】※目次順
・創作 ・ドキュメント
・随筆 ・短歌 ・俳句
・川柳 ・自分史
・ルポ ・詩

仮称総合体育館建設基金が設立されてから、
複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 19,662,300 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 24 年 12 月から平成 25 年 11 月に、ご寄
附いただいた方々をご紹介します。

 定価／700円（税込み）
※郵 送（送料 300 円）をご
希望の方は、しるべっと
（ ☎ 73 － 1131）ま で お
電話でご注文ください。
代金は文芸誌到着後、郵便振替でのお支払い
となります。
※しるべっとにて、バックナンバーも取り扱っ
ています。
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

○中標津サッカー少年団
○株式会社 世起 様
○株式会社 丹波屋 様

様

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（１月６日～２月５日）

編集後記

▼ あけましておめでとう
ございます。
今年の冬は、例年にな
い暖冬でスケートリンク
のオープンがなかなか出
来ないでいました。
２月から、冬季オリン
ピック・パラリンピック
がロシアのソチで開催さ
れます。
選手の皆さんにエール
を送ります。  （まつ）

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、１月６日㈪・20 日㈪、２月３
日㈪です。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。な
お、しるべっとと交流センターは１月６日㈪、新年交
礼会にのみ開館します。
郷土館の休館日は、１月６日㈪・14 日㈫・15 日㈬・
20 日㈪・27 日㈪、２月３日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日ですが、祝日の場合は翌日、翌々日となりま
す。
運動公園（スケートリンク）は無休ですが、コンディ
ション不良の場合は利用の一時中止や閉場することが
あります。
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