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17：45～19：15は、スケート少年団の全面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。

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）

○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

森林公園スキー練習場

中標津体育館☎72－2316

（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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ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

赤ちゃんのふれあい遊び
赤ちゃんの脳は、物に触れば発達する（京都大
学大学院教育学研究科）との研究発表がされて、
近年赤ちゃんとのふれあいが、脳の発達にとても
重要だと考えられています。
人間がもつ五感（視覚・聴覚・臭覚・味覚・触
覚）
、外界の情報は必ず、五感を通じて脳に入って
きます。
五感が閉ざされていたら、情報（刺激）が入って
こないので、神経細胞ニューロンが発達しません。
脳に入ってくる情報は、
「80％が視覚から」と
言われています。
視覚以外の聴覚・臭覚・味覚・触覚は 20％程
度しか使われていないのです。そこで、視覚以外
の感覚器官を使い、働きかけて、赤ちゃんの脳に
刺激を与えて発達をすすめる。脳が発達するに
は、刺激が必要です。
刺激があればあるほど脳が発達し、その結果知
性も発達するのです。ではどのような刺激・情報
が必要なのか。
触覚は、心理的な要因に大きく影響し、大人で
も手の器用さや敏感さに関わってくるとの研究
データが出ています。
猿の研究では、親とのスキンシップを全くとっ
ていない子猿は、脳の発達が遅れ、攻撃的になる
と結果がでています。

家庭教育・子育て支援情報

つまりは、触るだけでなく、触れられるという
ことも重要だということです。
親子のふれあいによるスキンシップの快感は、
赤ちゃんの脳の発達、お母さんの産後の女性ホル
モンのバランスにもとても有効です。
触れること、触れられることによる快感は脳刺
激となり、不快はストレスとなり、心疾患にも繋
がります。
美味しいものを食べ、心地よい音楽を聴き、い
い香りを嗅いで、美しいものを見て、肌触りのよ
いものに触れる。
「ここちよい時間をどれだけもてるか、また笑
顔で向き合う時間をどれだけもてるか。」が、とて
も重要なのです。
日本には、わらべうたのように、唄ってふれて
あそぶ、子育て文化が古くからありました。
ご自宅であそぶのもいいですが、育児と家事に
追われる毎日で、なかなか時間の余裕を持つのも
大変ならば、月に一度でも育児サロンや育児サー
クルなどに参加しての、赤ちゃんとのふれあいあ
そびなども、ぜひ経験してみてください。
喜ぶ赤ちゃんの表情に、お子さんへの愛情が自
然と湧き出て、どのお母さんの表情も柔和になっ
ているようです。
ふれあいあそびをする会場には、ラブホルモン
といわれるオキシトシンに溢れて、その光景を見
ている人たちも幸せな気分にしてくれます。
ＮＰＯ法人 子育てサポートネット る・る・る
代表理事 松實とよ実

総合体育館建設への
ご支援に感謝します

※フェイスブックに公園ページを作成しました。
ご訪問ください。

ƫǓǕ

道立ゆめの森公園ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~yumemori/

○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。

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/

くわしい問い合わせは、管理事務所（☎ 72 － 0471）へ。
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生涯学習情報

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 30,212,300 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。

生涯学習情報

【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

スポーツ体験広場

◎ミニテニスを楽しむ会（初心者・60歳以上）

◎ジュニアミニテニスクラブ

と

き／12月10日・17日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

と

き／12月６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
と

き／12月12日・19日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

問合先

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー

と

き／12月10日・17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

クラブマネジャー

澤野

TEL 72－8003

㓛

FAX 72－8009

なかしべつ冒険クラブが
一歩園ジュニア自然
環境賞を受賞

計根別幼稚園の新入園児
募集について
平成27年度の新入園児を、
つぎのとおり募集します。

今年設立10年目
を迎えた緑の少年
団なかしべつ冒険
クラブ（高橋英次
団長）が、一般財
団法人前田一歩園財団の「一歩園ジュニア自然
環境賞」を受賞しました。
町内の自然環境を活かしたこれまでの活動
（植物観察、野鳥調査協力、緑の募金活動な
ど）が認められたもので、現在は小学生から高
校生まで18名の団員が所属し、一年間を通じ
てさまざまな活動を行っています。

募集定員
年少児（３歳児） 定員25名
平成23年４月２日～平成24年４月１日 生まれ
年中児（４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
年長児（５歳児） 定員35名
平成21年４月２日～平成22年４月１日 生まれ
募集期間 平成27年１月19日㈪から30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。

学校の情報

学校公開日のご案内
日

中標津町緑ヶ丘６番地３

中標津町運動公園管理棟内

◎さわやか体験広場

学校名

〒086－1148

時

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

計根別小学校
☎78－2062

12月８日㈪
13：40～14：25

学習参観日

丸 山 小 学 校
☎73－4411

12月11日㈭・12日㈮
13：35～14：20

学習参観日
11日…１～３年生、みどり
12日…４～６年生

計根別中学校
☎78－2052

12月12日㈮
13：40～14：30

学習参観日
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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♪

参加者募集中!!

～はじめの一歩～

12月25日㈭、26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11日㈭

レベルアップスケート

～さらなるレベルアップを～

12月25日㈭、26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11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 締め切り間近!!
なることがありますので、ご了承ください。
○受講料には保険料が含まれており、主催者側でスポーツ安全保険の加入手続きを行ないます。
問合先／中標津体育館

☎72－2316

参加者募集!

第38回中標津町スピードスケート大会

申込期間／12月16日㈫～平成27年１月18日㈰

と き／平成27年１月25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）】

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

10名程度

☎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？

中標津スキー少年団 募集!

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）

中標津町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27年１月６日㈫
利用再開：平成27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』
みんなで歌って踊って、クリスマスを
楽しもう！オリジナルサンタ帽の工作
や、読み聞かせもあるよ♪

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14日㈰ 午前10時～11時30分
ところ：しるべっと コミュニティホール
対 象：乳幼児～小学校低学年程度まで
※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、いっしょに絵本選ぼ！～』



お父さんが楽しめ
る絵本を紹介＆読み
聞かせします。
と
き／12月13日㈯ 午後２時～２時30分
と こ ろ／中標津町図書館内 おはなしコーナー
対
象／乳幼児～小学校低学年までの親子
※お母さんも参加できます。
※申し込みは不要です。当日ご来場く
ださい。

参加無料！

『１日司書体験』
図書館のお仕事を体験してみませんか？
今回は、壊れてしまった本を直す「修理」
の仕方を学びます。
と
き／平成27年１月10日㈯ 午後２時～３時
と こ ろ／しるべっと 第２研修室Ａ
対
象／小学校４～６年生とその保護者
定
員／６組
申込期間／12月５日㈮～19日㈮
※昨年度参加した方も申し込みできます。
※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。
※ボンドなどを使うので、エプロン持参もしくは汚れて
も良い服装でお越しください。

問合せ・申込先：中標津町図書館

☎73－1121

除籍本還元フェア

12月の展示

図書館で除籍となった本を無料
でお譲りします。
と き／12月７日㈰～９日㈫
午前10時～午後7時
ところ／しるべっと町民ホール（図書館入口）

一般展示 『みんなであったかゴハン』
児童展示 『メリークリスマス！』
『時代小説』
プチ展示 『大掃除いたしましょ♪』

郷土学習情報

郷土館発 !

vol.139

なかしべつ学

武佐岳

特別展開催のお知らせ

今月７日から郷土館にて『なかしべつ酪農文化パネル展』と題して特別展を開催
します。本町における開拓と酪農文化の移り変りについて、図や写真を掲載して、
わかりやすくご紹介します。
と き／12月７日㈰～21日㈰ 午前10時から午後４時まで
※12月８日㈪、15日㈪は休館日です。
ところ／中標津町郷土館展示室
主 催／中標津町郷土館
※パネル展は来年１月から３月にかけて、中標津空港ロビー（１月 10 日～ 22 日）、交流センター（１月 28 日～
２月 12 日）、しるべっと（３月６日～ 25 日）を巡回します。
☞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/

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

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年を迎えました）

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

第 37 回文化講演会

武田双雲

「人生が変わる～言葉の力・書の力～」
書道パフォーマンスもおこないます！

０才からのクラシック中標津公演
おむつ交換、授乳スペース完備でママさんも安心♪０才のお子
さまから大人まで楽しめる約１時間のコンサートです。
と き／平成27年３月29日㈰ 午前10時30分開場 午前11時開演
入場料／大人1,500円、中・高校生500円、小学生以下300円
※全席指定、税込み
※０歳のお子様からチケットが必要となります。
平成27年１月25日㈰チケット販売開始

その他の詳細は次号でお知らせします。

カルチャーナイト事業

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

「夜のロビーコンサート」

ロビーコンサート

いつもは午後２時からのロビーコンサート
を、特別企画として夜に開催します！お仕事

第184回 ロビーコンサート

終わりの方も気軽にお立ち寄りください♪

「サンタからの音楽のおくりもの」
と き／12月20日㈯
ところ／町民ホール

と

午後７時開演

ところ／町民ホール

午後２時開演

出

出 演／中標津高校吹奏楽部
プログラム／「赤鼻のトナカイ」、「そりすべり」、ほか
主

き／12月13日㈯
演／①Yuki&Hiro

②クラリネットキャンディーズ

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、
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。

と き／12月11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
中!
チケット販売
※全席自由、税込み、当日500円増し
※未就学児入場不可。
؊ȉͧ
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
対象事業
対象
対
象事
象
事業
主 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
協 賛／一般社団法人中標津青年会議所、中標津ロータリークラブ、中標津ライオンズクラブ
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、BEGiNNER

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 発刊記念第30号
12月10日㈬ 発刊!!
今年で第 30 号を迎えるわが町の文芸誌「中標津文芸」の
最新号が発刊されます。定価は 800 円（税込み）
。しるべっ
と、交流センター、町内各書店などにてお求めください。
しるべっとではバックナンバーも取り扱っています。
〔内容〕 創
 作・短歌・俳句・ドキュメント・随筆・自分史・
ルポ・詩・川柳・バックナンバー概要など
編
発

集／中標津文芸編集委員会
行／ （ 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。

○なかしべつ太鼓創立40周年記念演奏会
と

き／12月６日㈯

○第20回島本真紀子門下生ピアノ発表会
と

午後６時開演

主

入場料／小学生以上1,000円
催／中標津太鼓

○小野富美子・今利恵音楽教室発表会
（エレクトーン）
き／12月７日㈰

き／12月20日㈯

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

催／中標津中学校吹奏楽部

催／小野富美子・今利恵音楽教室

と
主

◎ＰＴＮＡコンペティション
入賞者記念コンサート
き／12月13日㈯

入場
無料

○第19回豊田好子門下生ピアノ発表会

入場
無料

き／12月21日㈰

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール

と

入場
無料

午後１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

○中標津中学校吹奏楽部第40回定期演奏会
と

と

午後２時開演

ところ／しるべっとホール

ところ／コミュニティホール

主

き／12月14日㈰

催／豊田好子ピアノ教室

入場
無料

○小野富美子・今利恵音楽教室発表会
（ピアノ）

午後１時開演

ところ／しるべっとホール

と

き／12月23日（火・祝）

入場料／800円

ところ／しるべっとホール

主

主

催／全日本ピアノ指導者協会（ＰＴＮＡ）
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午前11時30分開演

催／小野富美子・今利恵音楽教室

入場
無料

交流センターホームページ

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８日㈭～９日㈮

Ｂ

１月12日（月・祝）～13日㈫

午後１時

Ｃ

１月８日㈭～９日㈮

～３時30分

Ｄ

１月12日（月・祝）～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・問合先／木工芸サークル事務局 小原（☎090－9519－3795）
※12月６日㈯より受付開始。 ※各コースとも定員になり次第締切ります。
主 催／木工芸サークル
共 催／中標津町教育委員会

平成 27 年成人式について

計根別

生涯学習情報

と き
ところ
内 容

「親子もちつき大会」開催のお知らせ
毎年恒例の行事「親子もちつき大会」を今年

新成人の対象となるのは、平成６年４月２
日から平成７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。

も開催します。
みんなで餅つきの楽しさを体験して、つきた
てのおいしいお餅をいただきましょう。たくさ
んの参加をお待ちしています。
と

き／12月14日㈰

参加無料!

◎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）

午前11時30分～午後１時
メニュー／醤 油餅・あんこ餅・きな粉餅・納豆
餅・お雑煮
主

催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

共

催／計根別町内連合会青少年育成部

協

力／中標津町役場計根別支所、計根別町内

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

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（12月６日～１月９日）

連合会女性部、計根別児童館

編集後記

早いもので今年もあと残
り１カ月を切りました。

▼
年末からラグビーとサッ
カ ー の 全 国 大 会 が 始 ま り、
中標津高等学校ラグビー部
が８年ぶりに花園大会へ出
場します。

（マツ）

今年の夏、全国中学校野
球大会で準優勝した中標津
中学校のメンバーに、これ
からも地元で野球を続けて
もらえると、１９９０年以
来の甲子園出場という夢に
近づけそうな気がします。



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 15 日㈪、12 月 29 日㈪～１月５日㈪
です。
郷土館の休館日は、12 月８日㈪、15 日㈪、12 月 22 日
㈪～１月９日㈮です。
体育館・武道館の休館日は、12 月 15 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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一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

