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■開会式は７月12日㈯午後６時より、
中標津体育館にて実施

ところ

中標津町運動公園

空と
緑の大地を
楽しもう！

ハーフマラソン

大会
内容

7.13

雨天決行

市街地から牧場へのびる長い直線ロードを走ります。
青い空と緑の大地
を楽しもう！

２㎞・５㎞

大勢の声援を受けながら、爽快に市街地を走り抜けよう！
競技種目
ハーフ
マラソン
５㎞

２㎞

参加資格

男

部
子

門

（

対

象

）
女

子

参

加

料

・高校生～39歳の部
・40歳～59歳の部
・60歳以上の部

・高校生～29歳の部
・30歳～40歳の部
・50歳以上の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学4～6年生の部

・高校生以上の部
・中学生の部
・小学4～6年生の部

一
般
高 校 生
小中学生

2,000円
1,500円
1,000円

・小学4～6年生の部
・小学1～3年生の部

・小学4～6年生の部
・小学1～3年生の部

小 学 生

500円

ファミリーの部
※子どもは小学3年生以下の小学生とします。
※大人は子どもの保護者となる方とします。
※1組2名(子ども1名・大人1名)以上で4名まで参加できます。
小学生以上の健康な方で、申込種
目を支障なく完走できる人なら、
どなたでも参加できます。
年齢起算は７月13日現在の
満年齢とします。
高校生以下の参加者は、種目を問
わず保護者の承諾が必要です。
小学生の参加者は、種目を問わず
保護者の引率が必要です。

3,000円

1
組
2,000円
※人数追加の場合
大 人 1名 1,500円増
子ども 1名
500円増

申込期間 ４月１日㈫〜５月23日㈮ 当日消
印
インターネット・携帯サイトを 有効
ご利用の場合は５月30日㈮まで
申込書は体育施設・しるべっとにて配布し
ています。
くわしくは大会ホームページでご確認く
ださい。
ホームページアドレス http://www.zncs.or.jp/330.html

問合先
たくさんの参加を
お待ちしています！ 実行委員会事務局 中標津体育館☎72−2316
1

〜児童館に行こう!!〜
ご入学、ご進学おめでとうございます。土の匂
いが漂う新芽の季節、新１年生たちが時々道端で
何かを探していたり、眺めていたりする光景を目
にしますが、ピカピカなランドセルの中に、これ
からさまざまな好奇心と体験をいっぱい詰め込ん
で、大きくなっていくんだろうなと思うと、私も
わくわくしてきます。
さて、児童館でも、新１年生たちが所狭しと元
気に走り回っていますが、１年生が来るまでは一
番下だった２年生がなんだかとっても頼もしいこ
と！新１年生の面倒を見る姿に成長を感じます。
児童館は、遊びを主体としていろいろな体験を積
むことが出来る場所です。
まず楽しいなあと感じ、興味を持つこと、遊び
を通して体験したことが知恵となり、今、こうし
ようと現在を判断できる、そして未来を想像しな
がら行動できる力となります。人とのコミュニ
ケーションのとり方も含めて、遊びには生きてい
く基礎が詰まっています。泣いたり笑ったり、時
にはけんかもしますが、子どもたち同士が自らそ

児童館では、新１年生歓迎会をはじめ、野外活
動やじどうかん祭りなど、さまざまな行事を予定
していますので、ぜひ遊びに来てくださいね。ま
た保護者の皆さま方にも足を運んでいただき、子
どもたちの成長の様子を身近に感じていただけれ
ばと思います。毎月発行しています「じどうかん
便り」や「きんたろう通信」ともども、今年も 1 年
よろしくお願いいたします。

（子育て支援室 子育て支援係）

児童館よりお知らせ

平成 26 年度チャイルドアドバイザー募集

児童館および子育て支援センターにおい
て、次世代を担う子どもたちの豊かな人間性
と創造性を育む指導者として、
「チャイルド
アドバイザー」を募集しています。
趣味や特技などを通じて、子どもたちに自
分たちの経験や想いを伝えてみませんか？
昨年度は、手芸、絵手紙、フォークダンス、
リボン、英会話、昔遊び、日本の伝統的文化
などを教えていただきました。
ジャンルは問いませんが、児童館で活動可
能な範囲で無報酬です。個人および団体でも
登録できます。

第 33 回じどうかん祭り実行委員募集

町内の全児童館
が結集する「じど
う か ん 祭 り 」を、
しるべっとで開催
します。
今年のテーマは「じどうかん～春夏秋冬
～」。子どもたちと一緒に、おまつりの企画や
運営をしていただける実行委員を募集してい
ます。
子どもたちがいきいきと活動し、楽しめる
おまつりを一緒に盛り上げていきませんか？

「第33回じどうかん祭り」
と き／平成 26 年 10 月５日㈰
ところ／しるべっと

いずれも、募集締め切りは４月 25 日㈮です。詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
問合先／子育て支援室 ☎ 73 － 3111（内線 224・230）
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家庭教育・子育て支援情報

の解決策を考えたりしながら、さまざまな経験が
できる場所と思っています。
さて、そんな児童館ですが、いよいよ今年度、
児童館を卒業した中高校生によるプロジェクト
チームの意見を取り入れながら準備をすすめてき
た、児童センター建設工事が始まります。
「ありの
ままの自分でいられる場所」をコンセプトに、小
さなお子さんから中・高校生までが触れ合える場
所を目指しています。どちらかというと、小学生
に限定されていた児童館活動ですが、中学生や高
校生になって、今までの体験から培った知識を集
結させ、創造し、いろいろなことをみんなで企画
していけたら、さらに活動の幅は広がります。子
どもたちは、遊びの天才、発想の宝庫です。
「自ら
考え、自ら行動する！」どんな企画が飛び出すの
か、今から本当に楽しみです。

（前期）

学校の情報

学校開放事業 の利用団体募集

学校行事だより

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 今 年５月から10月まで（土・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４月11日㈮午後５時までに、所定
の用紙（教育委員会にあります）で教育委員会に
お申し込みください。
 申込団体を対象に、４月18日㈮午後７時より
役場にて説明会を行います。
問合先／社会体育係 ☎73－3111（内線276・277）
※〈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、管理
課学校施設係で許可を決定します。

スポーツ情報

４月１日からラジオ
体操が始まりました

〜各学校の入学式〜
○小学校
中標津・中標津東・丸 山
俵 橋・武 佐・計根別
西 竹
…………… ４月７日㈪
午前10時～
○中学校
計根別……… ４月７日㈪
中標津……… ４月７日㈪
広 陵……… ４月７日㈪
○高等学校
中標津……… ４月８日㈫
中標津農業… ４月９日㈬
中標津高等養護
…………… ４月９日㈬

午後１時～
午後１時20分～
午後１時30分～

午後１時45分～
午前９時～
午前10時～

期間／４月１日～１０月13日
時間／午前６時30分から
会場／しるべっと駐車場、西町会館前、ぷらっと前

町民の健康増進のため、毎朝つぎの
とおりラジオ体操を行っています。多
数の参加をお待ちしています。

問合先／中標津地区ラジオ体操会
事務局（小玉）☎ 72 － 3397

【総合型地域スポーツクラブ】

◇スポーツ広場◇

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報

◎ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上）
と

き／４月９日・16日・23日・30日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

平成26年度 町民のみなさんと一緒に
楽しむスポーツ計画（予定）
スポーツ広場、ミニテニス広場
・ミニテニスやってみる会 ・ミニテニス楽しむ会
・親子ミニテニス楽しむ会 ・さわやか広場 ほか
セミナー
・軽体操でさわやか気分!! ・ふまねっとで介護予防!!
イベント
・ドッヂビー大会
・かんじきまつり ほか
スポーツ体験クラブ（小学生対象）
・武佐岳登山
・カヌー体験
・北方領土洋上セミナー ・北方領土まで歩こう会
講演会等の開催

◎ミニテニスをやってみる会（どなたでも）
と

き／４月11日・18日・25日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

◎ジュニアミニテニスクラブ
と き／４月12日㈯ 午前９時30分～11時
ところ／中標津体育館
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財団主催 水泳教室

体育施設ホームページ

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

教室を通じてレベルアップを目指そう!

キッズベーシックスイム〈火曜日コース〉〈水曜日コース〉 申込締切 ４月25日㈮
対

備

小学１、２年生

定

員

3,500円

受講料

30人

（保険料込み）

〈火曜日コース〉５月13日～７月１日（全８回）

17：30 ～ 18：30

〈水曜日コース〉５月14日～７月２日（全８回〉

18：00 ～ 19：00

程

※受講者は、７月スタートのZ's（ジーズ：財団スイミングスクール）へ参加す
ることができます。くわしくは問い合わせください。
※平成25年度に同教室へ参加した方は受講できません。

考

申し込みについて
○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。
○保険料は参加料に含まれており、主催者側で加入手続きを行います。

教室受講決定の発表について
○申込時に受付番号を配布します。締切日の翌日午後１時から、温水プール・体育館の施設入口と
財団ホームページに、受講決定者の番号を掲示（掲載）します。

問合先
中標津体育館
☎ 72 ー 2316

○受講決定の方は掲示内容をご確認のうえ、手続きをお願いします。
○電話および電子メールでの連絡はいたしませんので、ご注意ください。

中標津町温水プール
開館時間のお知らせ

６月・９月

10～12時

13～17時

17～21時

７月・８月

10～12時

13～17時

17～22時

問合先／中 標 津 体 育 館 ☎72－2316
中標津町温水プール ☎72－7001

10月～ 平 日
５月 日・祝日

閉

館

14～17時

17～21時

10～12時

13～17時

閉

区

分

午

前

午

後

夜

間

館

※毎月第１・３月曜日休館（休日の場合はその翌日）
※施設整備点検および年末年始休館（12月11日～１月６日）
※高校生以上は個人使用料がかかります。
※利用について、ご不明な点は問い合わせください。

夏季スポーツ施設
オープン予定日のお知らせ!
施設名
町営ふれあいテニスコート
町営野球場

オープン予定日
運動公園

町営テニスコート

※使用時間・使用方法については、らいふまっぷ
５月号でお知らせします。
※天候やコンディションにより、オープン日が変
更になる場合があります。

問合先／中標津体育館 ☎72－2316

５月 1日㈭
５月11日㈰
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施設名

オープン予定日

第１球技場・第２球技場

５月24日㈯

スピードスケート場広場

５月10日㈯

第１球場・第２球場

５月 3日㈯

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。

日

象

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

こどもの読書週間
４月23日～５月12日は
こどもの読書週間です。

図書館ホームページ

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

「いつもいっしょ、本といっしょ。」
★特別展示

も
いずれ

おじいちゃん・おばあちゃん、お父さん・お母
さん、今の子どもたち、それぞれの世代で出版さ
れた絵本を展示・貸し出しします。

加無料

参

図書情報の記事に関する問い合わせは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

★１日司書体験

★パパさんおはなし会

「お父さん、いっしょに工作しよ！」

大好評の１日司書体験を今年も開催！今回
は５月の児童展示「家族っていいな」の飾り
を作ります♪

絵本の読み聞かせを聞いて、お父さんと絵
本に出てくるおもちゃを作ってあそぼう!
と き／５月11日㈰ 午後２時～２時45分
ところ／しるべっと 第３研修室
対 象／幼児～小学校低学年の子どもと
お父さん
※親子でご参加ください。
お母さんも参加できます。
定 員／５組
申込期間／４月８日㈫～27日㈰

と き／５月10日㈯ 午前９時30分～11時
ところ／中標津町図書館
対 象／小学校４年生～６年生
定 員／４名
申込期間／４月８日㈫～27日㈰

※昨年度参加した
方も申し込みで
きます。

★ぬいぐるみ&おもちゃのおとまり会
夜の図書館でぬいぐるみのおはなし会を開
催！その後、みんなのぬいぐるみたちは図書
館にお泊りをして冒険にでかけます。その様
子の写真のプ

と き／４月26日㈯ 午後６時～６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～小学校６年生まで
定 員／なし
申込期間／４月８日㈫～22日㈫
撮影協力／E-Photo Club
※ぬいぐるみ・おもちゃは一人一つまで
※ぬ いぐるみのお迎えは４月27日㈰午後
１時から

レゼントと、
読んでいた絵
本の貸し出し
をします♪

申込先：中標津町図書館 ☎73－1121
※定員を超えた場合は職員による抽選の後、電話で連絡をします。

４月の展示

プチ展示

一般展示 『おでかけウィーク』

「新生活！」
「図書館記念日」

児童展示 『税金ってなんだろう』

★ゴ ール デンウィークはどこにおでかけしようか
迷っているみなさん！図書館には旅先の情報がた
くさんありますよ！

★テレビでよく聞く「消費税」ってなんだろう？お
金のことや、日本のしくみについて調べてみよ
う！
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文化会館ホームページ

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

中標津町総合文化会館開館20年記念事業 （平成26年７月１日で開館から20年を迎えます）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業
と き／７月６日㈰ 午前11時30分開場 正午開演
ところ／しるべっとホール
出 演／中村吉右衛門、中村又五郎、中村歌昇ほか
しるべっと鑑賞友の会会員先行販売は、４月６日㈰午前９時より
中標津先行販売は、４月13日㈰午前９時より
※入場料等くわしい内容については、別紙折込チラシをご覧ください。

歌舞伎の基礎知識や鑑賞の仕方、本公演の魅
力などをわかりやすく学びます。
と き／①６月12日 ②19日 ③26日
午後７時～８時 ※全て木曜日
※①は午後８時30分まで
ところ／しるべっと 第２研修室
講 師／①鈴木博志氏（北海道新聞社文化部編
集委員）
②③増地隆氏（松竹歌舞伎会会員）
受講料／500円（全３回分）
※税込み、未就学児入場不可
申込方法／し るべっと窓口または電話（☎73－
1131）にて、５月９日㈮午前９時か
ら受付開始
※定員（60人）になり次第締め切りとなります。

本公演をより楽しむために、
あらすじや見どころなどをわ
かりやすく解説します。
と

き／６月８日㈰
午前 11 時～午後 12 時 30 分

ところ／しるべっとホール
講

師／葛 西聖司氏（元ＮＨＫアナウンサー、
古典芸能解説者）

入場料／ 500 円 （ 本公演チケット購入者は 300 円 ）
※全席自由、税込み、未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと

※本公演同時販売

アンジェラ・アキ Concert Tour 2014

TAPESTRY OF SONGS –THE BEST OF ANGELA AKI

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

と き／５月12日㈪ 午後６時開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／指定席6,900円、立見6,400円
※１階指定席は完売しました。
※税込み、２階指定席完売後に立見チケット発売
※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／
・しるべっと窓口 ☎0153-73-1131
・ローソンチケット ☎0570-084-001 Ｌコード17389
・チケットぴあ ☎0570-02-9999 http://pia.jp Ｐコード218-368
中
・イープラス http://eplus.jp ※携帯・ｗｅｂサイトのみ
チケット販売
主催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
企画／ホクラニ音楽出版
制作／SOGO
後援／中標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、
FMはな、EPICレコードジャパン
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。

〔はじめての大歌舞伎入門講座〕

〔歌舞伎プレセミナー〕

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

ロビーコンサート
参加団体募集中
主

開催日時／原則、土曜日午後２時開演
開催場所／しるべっと 町民ホール
その他／・ジャンルは問いません。ロビーでの演奏である事をご理解いた
だき、他の利用者への配慮として音量の調整をお願いします。
・会場の準備は出演者が行います。
問合先／しるべっと（☎７３－１１３１）

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

なかしべつ映画上映会
「舟を編む」

計根別

生涯学習情報

チケット販売中！

登録団体受付中！

と

き／４月20日㈰
午後４時開場、午後４時30分上映開始
ところ／しるべっとホール
入場料／鑑賞券700円
※全席自由、税込み、当日も同料金です。
◎未就学児童は保護者と同一席であれば無
料です。
プレイガイド／しるべっとほか
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

交流センターでは平成26年度登録団体の受け付
けを行っています。定期的に施設を利用するには、
団体の登録申請が必要です。申請書は交流センター
およびしるべっとの窓口でお求めください。交流セ
ンターは文化活動から軽スポーツまで、幅広く活動
できる施設です。新規の団体も随時募集していま
すので、お気軽に交流センター（☎78－2270）ま
で、お問い合わせください。

※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。

○第９回医療講演会

○ピティナ・ピアノステップ中標津地区

入場無料

と き／４月12日㈯ 午後１時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
※先着300人 車いす可
講師／釧路労災病院脳神経外科 部長 磯部正則氏
釧路労災病院脳神経外科 部長 井須豊彦氏
主 催／なかしべつＹＯＳＡＫＯＩ実行委員会

と

ところ／しるべっと
主

入場無料

コミュニティホール

催／全日本ピアノ指導者協会（ＰＴＮＡ）

問合先／株式会社エルム楽器釧路支店


☎0154－23－4471

○中標津バトントワリングスタジオ会員募集

◎演歌まつり

対象者／年長幼児～高校生

と き／４月13日㈰ 午後２時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／１階指定席完売、
２階自由席3,000円
※当日500円増し
出 演／福田こうへい、蒼彦太
主 催／公演実行委員会

○自給飼料向上セミナー

き／４月27日㈰

申込受付／４月11日㈮ 午後５時～７時
中標津体育館会議室（２階）
例会／毎週金曜日
午後３時30分～５時（年長～小学生）
午後５時～６時30分（中高生）
※４ 月11日㈮午後３時～５時までの例会は見学が

入場無料

と き／４月24日㈭ 午後１時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
講 師／根室農業改良普及センター

北根室支所普及職員 廣瀬純子氏
北海道立畜産試験場技術普及室

主査（地域支援） 佐藤尚親氏
根室農業改良普及センター

北根室支所地域係長 齊藤 潔氏
主 催／北根室地区農業改良協議会

できます。
問合先／事務局：斉藤☎090－5980－1973

○中標津氷像協会会員募集
活 動／なかしべつ夏・冬まつりでの氷像製作
会 場／しるべっと前広場
年会費／1,000円
問合先／中標津氷像協会会長☎090－1647－3056
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交流センターホームページ

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

vol.131

郷土館発 !

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

定例自然観察会のお誘い

学芸員

山宮

克彦

集合時間：午前９時 30 分（１～２時間）
集合場所：中標津町郷土館
観察場所：丸山公園周辺
観察対象：植物、野鳥、昆虫など自然全般
服装・持ち物：天候に合わせた服装、
（あれば双眼鏡、

郷土館では、今年も４月から９月までの毎月１回、
どなたでも参加できる定例観察会をおこないます。
観察対象は、植物、野鳥、昆虫など自然全般。興味
のある方の参加をお待ちしています。

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

ルーペなど）
開催日：毎月第４火曜日（４月22日からスタート）
〔予定日〕４月22日、５月27日、６月24日、
７月22日、８月26日、９月24日

※荒天の場合は中止になります。ご自身で判断願います。
※変更については、郷土館にお問い合わせいただくか、館
内の掲示板をご覧ください。

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

緑の少年団

なかしべつ冒険クラブ

緑ヶ丘森林公園パークゴルフ場および計根
別正美公園パークゴルフ場の利用シーズン券
を、下記のとおり受け付けます。

大自然をフィールド
に、たくさんの楽しい
思い出を作りましょ
う！

○事前受付
○受付時間
○受付場所

４月20日㈰から
午前９時～午後５時
㈱中標津都市施設管理センター
（ゆめの森公園管理事務所）
中標津町北中２番地５
☎72－0473
○申し込みに必要なもの
・申込用紙（窓口にあります）
・利用者の顔写真（たて３cm よこ2.5cm）
・シーズン券料金
○料
金
森 林公園・正美公園パークゴルフ場共通
シーズン券
7,750円
正美公園パークゴルフ場単独シーズン券

3,750円
※障がい者は免除となりますので、証明書を
提示ください。
※料金は申込時にお支払いいただきます。

活動内容／毎 月２回程度。
（土日に野外活動を１
回。平日に屋内で事前学習等を１回）
対象・定員／町 内の小学１年生～６年生 10 名程
度（先着順）
締め切り／電 話にて４月 14 日㈪までに申し込み
ください。後日入団案内を送ります。
第１回目の活動は４月 25 日㈮を予定
しています。
会 費／年 会 費 12,000 円、育 成 会 費 2,000 円、
その他帽子・スカーフ代等がかかります。
申込・問合先／事務局（桐島）☎ 72 － 4250
※くわしい活動内容はホームページをご覧
ください。
http://boukenclub2004.web.fc2.com/

編集後記

▼ 平成 年度がスタート
しました。
年度変わりでバタバタ
した日々とはいえ、日に
日に春めいてくる様子を
見 る に つ け「 よ ー し、春
ら し く な っ て き た ぞ 」と
気分も上々。
また、あくまで個人的
感覚ですが、例年４月上
中旬から丸山公園内で地
べたにへばりつくように
して咲き始めるキタミフ
クジュソウたちの姿を見
ると、春の到来を強く感
じてしまいます。
（ＹＡＭＡ）
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団員募集!!

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（４月６日～５月 10 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、４月７日㈪・21 日㈪、５
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、４月７日㈪・14 日㈪・21 日㈪、
５月７日㈬～ 10 日㈯です。原則、毎週月曜日が休館
日ですが、４月 28 日㈪は開館します。
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生涯学習情報

町パークゴルフ場

シーズン券の
事前受付のお知らせ

☎72－2190

