平成25年度

児童クラブ登録児童募集

児童館では、放課後、仕事またはその他の事情により、保護者が不在の家
庭の児童を対象とした「児童クラブ」を開設しています。
登録を希望される方は、最寄りの児童館に勤務時間等を含めて相談の上、
申し込みください。
また、新就学児童を対象に今月開催する一日入学説明会においても、児童
クラブの概要・申込方法等を説明しますので、詳細は説明会会場にて問い合
わせください。
期
間
受付期間
受付時間

平成 25 年４月～平成 26 年３月【１年間】
２月５日㈫～ 22 日㈮※日曜・祝日は除く
午後１時～５時
※就労等の家庭状況により入会を決定しま
す。先着順ではありません（定員に達し
た場合は、待機していただくこともあり
ます）
。
対
象 小学１年生～３年生
※現 在、利用している１・２年生（新２・
３年生）も申し込みが必要です。
保 険 料 年間 1,800 円
担
当 子育て支援室子育て支援係

☎ 73 － 3111（内線 230）

児童館の
様子

1

東 児 童 館


西 児 童 館

なかよし児童館

わんぱく児童館

計根別児童館
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【申 込 先】
東８南３
【児童クラブ
【第２児童クラブ
西５北３
【児童クラブ
東14北４
【児童クラブ
西町５－１
【児童クラブ
計根別北1
【児童クラブ

U

☎73－2996
定員 50人】
定員 20人】
☎72－3039
定員 50人】
☎73－5569
定員 50人】
☎72－7273
定員 50人】
☎78－2539
定員 30人】

※にこにこ児童館では、児童クラブを実施し
ていません。
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本大会では、計根別中３年
広陵中２年

優秀賞の主張から
（平成24年12月18日

深見優花さん、

こば やし みお な

小林澪奈さん、広陵中１年

お

の

小野

美乃里さんの３人が優秀賞に選ばれました。
紙面の都合上、深見優花さんの主張のみの掲
載となりますので、ご了承ください。

優秀賞 「人の役に立つこと」


計根別中学校

３年

深見

優花

た。それで救われたことがたくさんあります。
それで私は、頼られる側にたってみたいと思う
ようになりました。誰かに頼られることはかっ
こいいと思いますが、そう簡単にできることで
はありません。あなたを助けたい、救いたいと
思う強い気持ちや、手をさしのべる勇気が必要
です。修学旅行の時に訪問させていただいた専
門学校の先生が「ほんのちょっとの勇気で、人
は大きく変われる」と言っていました。私はそ
の言葉を聞いただけでも少し勇気がわいてきま
した。みんなの前で何か発表することや、積極
的に発言すること、行動することなど、少し勇
気を出せば出来ることがたくさんあります。こ
の言葉の通り、たった一つの言葉で、その人の
未来は大きく変わると思います。なので、ほん
のちょっとの勇気でも人は大きく変わる事が出
来るんだと思いました。
私は、専門学校を訪問させていただいたと
き、たくさんのことを学ぶことが出来ました。
理学療法士の仕事内容や、どんなときにどんな
ことをすればいいのかなど、様々なことを学ぶ
ことが出来ました。理学療法士という仕事は、
ただリハビリは手伝えばいいということでは
ありません。突然事故で体が不自由になってし
まった人もいます。そんな人には心のケアが必
要です。笑顔で何か言われるだけで、何でも乗
り越えられるような安心感を与えるのも理学療
法士の仕事の一つです。
『笑顔のちから』それはどんなことがあって
も、乗り越えられるような力を持っていると思
います。つらかったとき、苦しかったとき、痛
かったとき、悲しかったとき、ほんの少し笑う
だけで力がわいてきたことはありませんか。辛
いときこそ笑ってください。新しい未来が開け
ます。ほんの少しの笑顔、ほんの少しの勇気、
それが誰かの役に立つ、第一歩なのではないで
しょうか。

「泣いていてもお母さんは良くならない。」母
が入院した時に父が言った言葉です。
私の両親はクモ膜下出血で何度も入院してい
ます。母が入院したとき、中学生だった私はな
にもすることが出来ませんでした。一人でずっ
と泣いていました。まだ小学生だった弟のほう
がずっと強かったと思います。
私は両親の入院を通して、理学療法士になり
たいと思うようになりました。理学療法士とい
う職業は、事故や病気などで体が不自由になっ
てしまった人たちのために、化学療法などを施
したりする仕事です。私がこの職業に興味を持
つようになったきっかけは、母の入院でした。
理学療法士の人に助けられたと母が言っていた
からです。毎日笑顔で接してくれる理学療法士
の人に救われたと何度も何度も言っていまし
た。ですから、私も理学療法士になり、誰かを
助けたいと思うようになりました。母が感じた
ような安心感を患者さんに伝えたいと思ったの
です。
もし、また将来両親に何かあった時に私が理
学療法士になっていたら、両親を助けられるは
ずです。役に立てるはずです。あの頃のように、
泣いて何もしないまま大人になりたくありませ
ん。あの時に後悔したことを忘れずにいたいと
思います。
みなさんは人の役に立つことで、心の中が明
るくなったり、嬉しい気持ちになったりしたこ
とはありませんか？ 例えば、落とし物を拾っ
てあげたり、勉強を教えてあげたり、身近なと
ころで人の役に立てることはたくさんあると思
います。
人は一人では生きていけません。誰かの助け
が必要です。頼る人が必要です。私もたくさん
の人に頼ってきました。部活の時にはチームの
メンバーや先生に、何か悩み事があれば、両親
や周りの友達に。たくさんの人に頼ってきまし
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学校の情報

少年の主張中標津町大会

学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

日

時

中標津中学校
☎72－2626

２月８日㈮
13：25～15：35

武佐小中学校
☎74－2004

２月20日㈬
13：15～14：05

計根別中学校
☎78－2052

２月20日㈬
13：40～14：30

中標津小学校
☎72－2565

２月20日㈬・21日㈭
22日㈮・27日㈬
13：30～14：15

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

２月21日㈭
13：40～14：25

丸 山 小 学 校
☎73－4411

２月22日㈮・26日㈫
13：25～14：10

中標津東小学校
☎72－3314

２月26日㈫・27日㈬
28日㈭  
13：40～14：25

俣 落 小 学 校
☎73－7121

２月28日㈭
13：40～14：25

開 陽 小 学 校
☎74－2101

２月28日㈭
13：00～13：45

西 竹 小 学 校
☎73－7247

３月８日㈮
13：35～14：20

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

学習参観日

学習参観日

20日…高学年・21日…低学年
22日…中学年・27日…あおぞら
学習参観日
学習参観日

22日…４～６年
26日…１～３年、みどり
学習参観日

26日…高学年・27日…中学年
28日…低学年  

学習参観日

学校行事だより

中標津農業高等学校・中標津高等学校
中標津高等養護学校………………………３月１日㈮

〜高等学校の卒業式〜

生涯学習情報

ほくでん「春休み親子見学会」
北海道電力株式会社釧路支店ではエネルギー環
境教育の一環として、下記のとおり親子見学会を
開催します。
と き ３月29日㈮～30日㈯ １泊２日
内 容 苫東厚真発電所の見学、おもしろ実験室
での体験
対 象 小学４年生～中学２年生、保護者
定 員 親子15組（30名程度）
※同行保護者１名で子ども２名まで申し
込み可能。
※応募者多数の場合は抽選となります。
参加費 保護者10,000円、子ども5,000円
※宿泊先は、ほくでん北二条クラブ（札幌市）

応募方法
記載事項
締め切り
問合先
申込先
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参加者募集

 がき、ファックス、電子メールに記載
は
事項を記入のうえ、下記の申込先へ。
郵 便番号、住所、電話番号、氏名(フリ
ガナ)、続柄、性別、生年月日、学校
名、学年、参加理由
３月６日㈬まで
※はがきは当日の消印有効
平日９時～17時 ☎0154－23－5811
〒085－8668 （住所不要）
ほくでん釧路支店 企画総務グループ
「春休み親子見学会」係
ファックス 0154－24－9836
電子メール event946@epmail.hepco.co.jp

体育施設ホームページ

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

第６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!

キッズサッカー教室

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今回から「中学年の部」を
新設しました。
②参加チームが３チーム未満
の場合は中止とします。
③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）
締め切り／２月17日㈰ 午後５時まで
※運動公園管理棟で受け付けします。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
共 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

参加料／500円（保険料を含みます）
※受講決定通知後に徴収
締め切り／２月12日㈫
※中標津体育館窓口にて所定の用紙に記
入してください。
※定員を超えた場合は主催者側にて抽選
を行い、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／㈶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

～締め切り間近!!～

と

き／〈Aコース〉２月23日㈯
〈Bコース〉３月23日㈯

※どちらか１コースのみ
集合時間 午前９時30分
開始時間 午前10時
終了時間 正午
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40名

平成25年度町営体育施設利用調査

平成25年度

温水プールスポーツサークル
登録のお知らせ

体育施設の利用予定はありませんか？

町営体育施設を利用して行われる、平成25年
度実施予定のスポーツ大会および各種イベント
（サークル活動・練習会をのぞく）などの、利用
調査を行っています。
地域や職場で利用計画がある場合は、下記締切
日までに調査票を提出してください。
調査施設
中標津体育館・温水プール・武道館・町営テ
ニスコート・町営野球場・運動公園（芝生広
場・球技場・球場など）
調査票提出締切り
２月25日㈪ 午後５時まで
問合先
中標津体育館 ☎72－2316

３月１日より、平成25年度の温水プールス
ポーツサークル登録の受け付けを開始します。
４月より温水プールで定期的に活動を予定して
いるサークル（団体）については、登録手続きを
行ってください。
本登録は温水プールをより安全にご利用いただ
くため、適切な使用許可と管理運営を行うと同時
に、サークル（団体）との関わりを持つことを目
的としています。
登録方法

所定の用紙に必要事項を記入し、温水
プールに提出してください。
問 合 先 中 標 津 体 育 館 ☎72－2316
温 水 プ ー ル ☎72－7001
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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合せは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

毎年氷上で熱い戦いが繰り広
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／３月10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、スピード
スケート場
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さい。

部

スポーツ情報

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

図書館情報

㈶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/

カレンダー募集

２月の展示

２月に開催する「カレンダーもってく会？」のため、平
成25年のカレンダーを募集しています。

■「カレンダーもってく会？」について
内

図書情報の記事に関する問合せは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

容／地域企業、地域住民から提供していただいた不
要カレンダーの無料配布。
期 間／２月10日㈰～３月末（見込み）
※配布カレンダーがなくなり次第終了
場 所／中標津町図書館 カウンター前
その他／・無料配布とし、個数に制限はありません。
・期間中の休館日は配布できません。

■「平成25年カレンダー募集」について
内

容／「カレンダーもってく会？」で使用する平成25
年のカレンダーを集めています。
期 間／２月28日㈭まで
場 所／開館時：図書館カウンター
閉館時：図書館入口（文化会館側）設置の専用
ボックス
その他／・カレンダーの形状は問いません。
・休館日は受け付けできません。

一般展示 『なるほどお片付け』
★進学、就職、異動、引越し…。年度末は大忙し。
あわててバタバタ準備して、あとで整理する
のが大変！なんてことにならないように、今
からお片付けしませんか？

『もっと知りたい、
色んな友だちのこと』

児童展示

★それぞれ得意なこと、不得意なことがあるけ
れど、友だち同士で助け合えば、できないこ
とだって色々できるようになるはず。障がい
について、調べてみませんか？

蔵書点検による特別休館のお知らせ
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。
期間 ２月５日㈫～９日㈯（特別休館）

新 着 図 書 案 内
『大人にウケる子どもの質問』

『僕の死に方


坪内忠太／著（一般） 『わたしの、好きな人』


八束澄子／著（ＹＡ）

『ハンドブック原発事故と放射能』
 山口幸夫／著（ＹＡ）
エンディングダイアリー 500 日』

金子哲雄／著（一般） 『いのちのヴァイオリン』

中澤宗幸／著（児童）


『贈り物にしたい大人のショコラ』
 黒川愉子／著（一般） 『ときどき杉山さんが』

おおむろときこ／著（児童）

『ケイン・クロニクル』
 リック・リオーダン／著（児童）
『オスカー・ピストリウス自伝 義足こそが僕の足』


オスカー・ピストリウス／著（一般） 『世界とであうえほん』

てづかあけみ／作（児童）

朝井リョウ／著（一般） 『わたしのゆたんぽ』

『何者』
『しょうがの味は熱い』


きたむらさとし／作（児童）

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

郷土学習情報

郷土館発 !

なかしべつ学

武佐岳

中標津町教育委員会

収蔵資料紹介

学芸員

村田

一貴

郷土館では開館以降、郷土に関する資料の収集を行っています。
今回は、2012 年に寄贈された資料の“ほんの”一部を紹介します。

東小学校卒業記念レコード
（昭和 57 年）

手回しミシン
（昭和８年頃）

丸大食堂の蕎麦猪口
（昭和 40 年代）

各種カメラ（計 96 点）
（昭和 12 年～平成 13 年）

☞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/

なかしべつ映画上映会
映画まつりの入場料は子ども映画会（３月27
日㈬予定）に還元されます！観て参加する循環型
の社会参加事業です。
と

一
１作品
鑑賞券

般

1,000円

高校生以下

600円

チケット販売中!
プレイガイド／しるべっとほか

ペア割（２枚購入でオトクな割引に!）
※チケット２枚の価格です。

一般

一般＆
高校生以下

高校生以下

1,800円

1,400円

1,000円

※チケットは作品ごとに必要となります。２作品鑑賞するにはチケットが２枚必要です。
※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。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

開陽台セミナー

「ラテンジャズ スペシャル・ナイト２」

と

き／３月８日㈮
午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／大人1,000円 小人（高校生以下）700円
当日各300円増
◎前 売り券はしるべっとにて２月12日㈫
より販売開始。
◎未就学児童は無料です。

札幌市在住のジャス演奏家による
ラテンジャズコンサート
主
後
協

催／開陽台セミナー実行委員会
㈶中標津町文化スポーツ振興財団
援／中標津町教育委員会、釧路地区吹奏楽
連盟、釧路地区吹奏楽連盟根室支部
賛／よしや楽器店

平成25年度 共催事業助成金の希望団体募集

㈶中標津町文化スポーツ振興財団では、文化の振興普及を目的とした開催事業（共催事業）の助成金交付希望
団体を募集します。平成25年度（平成25年４月～平成26年３月）に交付を希望される団体は、お早めにお申し込み
ください。
○開催事業（共催事業）助成金
対象～財団加盟団体・文化振興の目的で事業開催の為に組織
された町民主体の実行委員会など。
事業～講演会、研修会、舞台発表会、展示会、出版物の発行
など。
ただし、例会や毎年恒例のイベントなどは除きます。
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助成の決定や金額は、事業計画を審査のう
え決定します。くわしくは下記までお問い合わ
せください。
問合先／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
文化振興係（☎73－1131）

このページの記事に関する問合せは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

き／３月３日㈰
「しあわせのパン」
開
場：午前10時
上映時間：午前10時30分～午後０時30分
「BRAVE HEARTS 海猿」
開
場：午後５時30分
上映時間：午後６時～８時
ところ／しるべっとホール
入場料／

生涯学習・文化芸術情報

㈶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28号

好評発売中!

入場
無料

わが町の文芸誌「中標津文芸」の最

ロビーコンサート
〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

新号をしるべっと、交流センター、町

第159回 ロビーコンサート

内各書店、町立病院売店、空港売店、

「ソプラノ・ピアノコンサート

なかしべつ伝成館、ラ・レトリ、なか

～春への招待～

まっぷ等で販売しています。

と き／２月16日㈯ 午後２時開演
ところ／しるべっと 町民ホール
出 演／矢田歩利江、関口百子
プログラム／「からたちの花」、

「スケルツォ第２番」ほか

定価／ 700 円（税込み）
※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

主

発行／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

」

催／なかしべつロビーコンサート実行委員会
㈶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
と

き／２月11日（月・祝）

ところ／しるべっと

午後１時開場

午後２時開演

コミュニティホール

出演バンド／ラボラバンド、クロス、スネーク

入場
無料

CAVERN、しゃぼんだま
主

催／㈶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

みんなの

かわら版

※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。

○中標津東小学校スクールバンド部

第２回定期演奏会
と

き／２月10日㈰

午後２時開演

ところ／しるべっとホール

○中標津しらかば学園
【ステージ発表】

入場
無料

曲

目／「インヴィクタ」「ウィーゴー」ほか

主

催／中標津東小学校スクールバンド部育成会

合唱、カラオケ、ハーモニカなど
と

き／２月24日㈰

ところ／しるべっと

コミュニティホール

ちぎり絵、陶芸、文芸など
と

ところ／しるべっとホール
主

観覧
無料

【展示部門】

午後１時開演

入場料／500円（自由席）

き／２月27日㈬
一般公開午前10時～正午

◎第27回中標津合唱祭「雪どけ」
と

学園祭

き／２月27日㈬～３月５日㈫

ところ／しるべっと
小学生以下無料

主

ギャラリー廊下

催／中標津しらかば学園
学園祭特別実行委員会

催／中標津合唱祭実行委員会
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新たに誕生！

交流センターホームページ

会員募集中!

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

計根別

「しるべっと舞台鑑賞友の会」

生涯学習情報
○郷土館特別写真展

より身近に舞台芸術を楽しんでいただくため、
新しく特典満載の「友の会」が誕生しました。
会員の方にはどこよりも早く公演情報をお知ら
せし、チケット先行購入での割引サービスや、提
携する中標津町内のお店で各種サービスが受けら
れるなど、嬉しい特典を多数ご用意しています。

まなびや

あの日の學舎

と き／２月９日㈯～28日㈭
ところ／交流センター 多目的ホール
主 催／中標津町郷土館
共 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

○第４回下の句かるたに挑戦しよう

入会申込／案内パンフレット「しるべっと舞台鑑
賞友の会 入会のご案内」裏面の入会
申請書にご記入の上、しるべっとまで
お申し込みください。パンフレットは
しるべっとで配布しているほか、お電
話いただければ無料で郵送させていた
だきます。
年 会 費／2,400円
◎くわしくは、しるべっと（☎73－1131）まで、
お問い合わせください。

と

き／３月17日㈰
午前10時開始
ところ／交流センター
対 象／小学生～一般成人
20名程度
締切日／３月４日㈪
申込先／交流センター（☎78－2270）
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

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！

【イベント】

□さわやか体験広場

□第７回なかしべつかんじきまつり

と

き／２月６日・13日・20日・27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

～なかしべつの冬をおもいっきり楽しもう～

と

き／２月23日㈯

参加無料
ところ／道立ゆめの森公園イベント会場
（ビジターセンター前）

□ミニテニスを楽しむ会
と

き／２月６日・13日・20日・27日
毎週水曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

対

象／どなたでも

内

容／かんじき体験・競争、レクリエーショ
ン・ゲームなど冬の遊び

問い合せ

□ミニテニスをやってみる会
と

き／２月８日・15日・22日
毎週金曜日 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

編集後記

▼ 各施設や係から原稿を
集約し、八ページの紙面
に記事を割り付けて編
集するのが、私の仕事で
す。
内容未定のまま空き室
になっている記事枠があ
れば、発行日までに何と
かして入居者を探しま
す。
たまには広すぎる部屋
を、ぜいたくに使っても
らう事もありますが・・・
今月も無事、全部屋満室
となりました。 （ 和田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（２月６日～３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、２月 18 日㈪、３月４日㈪です。
毎月、第１・第３月曜日が休館日です。なお、図書館は
蔵書点検のため、２月５日㈫から９日㈯まで、特別休館
します。
郷土館の休館日は、２月 12 日㈫・13 日㈬・18 日㈪・
25 日㈪、３月４日㈪です。原則、毎週月曜日と祝日の翌
日が休館日です。
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スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

生涯学習・文化芸術情報

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

