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■開会式は７月13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

7.14

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
(21.0975㎞)
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

3,000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14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。

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24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31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
たくさんの参加を
お待ちしています！ http://www.zncs.or.jp/330.html
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パパの子育て奮闘記

〜パパのひとりごとPart7
〜
先日、10 歳の娘と札幌に行ったときの事。札
幌駅を歩いていると真直ぐ歩けないほど人が混
雑していて、ふと横を見ると「娘がいない！」。あ
わてて振り返ると後ろにぴったりとくっついて
歩いていた娘がいた。娘は初めて札幌に来たので
人の多さに驚いて、離れないように後ろに居たと
のこと。
「ほっ」として、｢迷子にならないように
ね｣ と声をかけると娘が手を繋いできたので、そ
のまま歩いていたら妙に照れている自分がいる。
娘が「喉が渇いた」と言うので喫茶店に入り、席
に座って周りを見るとカップルしかいない…。ま
たまた妙に照れている自分がいる（周りから見て
カップルには見られないけど居づらい）。娘に地
下鉄の話をすると「乗ってみたい！」と言うので、
目的地まで地下鉄で行こうと思い、切符売り場ま
で行くと、
「ん？どこで降りればいいかわからな
い…」
。切符売り場の路線図を見て必死に考えて
いると、偶然にも隣のカップルが同じ目的地らし

「笑顔」。子どもの笑顔にどれほど癒されてきた
か、魔法のように感じるときがある。つらい時や
悲しい時でも、子どもたちは無邪気な笑顔で迎え
てくれる。毎日が平凡な生活でもそれが幸せ。
「子
どもに罪はない」。この言葉を初めて聞いてから、
親としてがんばらなければと思っている。
「子は
親の背中を見て育つ」と思っているので、悪い見
本にならないよう毎日を過ごしているパパのひと
りごとでした。

（子育て支援室 子育て支援係）

平成 25 年度チャイルドアドバイザー募集

児童館よりお知らせ

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、バトン、フォークダ
ンス、リボン、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 32 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、今 年 も
しるべっとで開
催します。
児童が生き生きと活躍する場として、お祭り
を盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ実
行委員として参加してみませんか？
今年は「学校」をイメージしたお祭りを、子ど 児童センター（仮称）建設中高生プロジェクトチーム募集
児童センターの建設に向けて、中高生スタッ
もたちと実行委員で企画し、会場全体を楽しい
「じどうかん楽校（がっこう）
」とする予定です。 フを募集します。児童センターは中高生の利用
も可能となる大型児童センターを予定してい
「第 32 回じどうかん祭り」
ます。ぜひ参加いただき、たくさんの意見を反
と き／ 10 月６日㈰
映させた、素敵な居場所の建設を目指しません
ところ／しるべっと
か？
いずれも、募集締切りは４月 26 日㈮です。詳細につきましては、下記にお問合わせください。
＝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

く、隣の切符の買い方を真似しようと思って見て
いたら、娘に「まだ～？」と言われ、
「待ってて」と
言ったその瞬間、後ろに人が並んでいて焦ってし
まい、間違った金額の切符を買ってしまった（あ
せりは禁物！かっこいいところを見せようと思っ
たが、ちょっとだけ娘には情けないところを見せ
てしまった）。娘と一緒の地下鉄の中にはふだん
気づかないさまざまな光景を発見する。母と幼い
子が並んで座っていて、楽しそうに指遊びをして
いる光景を目にした時、とても温かい気持ちにな
り、思わず娘の頭を撫でている自分がいた（娘に
「何？」と聞かれたが、
「なんでもないよ」と微笑
んでいた）。

（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）210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12日㈮午後５時までに、所
定の申請書（教育委員会にあります）を教育委
員会に提出してください。
 申込団体を対象に、４月19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）
※〈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
理課施設係で許可を決定します。

〜各学校の入学式〜
○小学校
中標津・中標津東・丸山
俵橋・計根別・西竹… ４月７日㈰

午前10時～

○小中学校
武 佐………………… ４月８日㈪

午前10時～

○中学校
計根別……………………４月７日㈰ 午後１時～
中標津・広 陵…………４月７日㈰

  午後１時30分～
○高等学校
中標津…………… ４月８日㈪ 午後１時45分～
中標津農業………………４月９日㈫ 午前９時～
中標津高等養護……… ４月９日㈫ 午前10時～

生涯学習情報

４月１日からラジオ体操が始まりました
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。
期
時
会

間／４月１日～10月14日
間／午前６時30分から
場／しるべっと駐車場、西町会館前

問合先／中標津地区ラジオ体操会
事務局（小玉）☎ 72 － 3397

管内教育実践表彰に

「おはなしの木」

青空本の広場

実行委員会に感謝状

町内で活動する読み聞かせサークルおは
なしの木（長谷川武子会長）が、平成 24 年度
根室管内教育実践表彰に選ばれました。管内
における、学校教育・社会教育に優れた実践
活動を行なっている学校・団体および個人
を表彰するもので、根室教育局が毎年実施し
ています。おはなしの木は図書館や学校をは
じめ、ブックス
タート、地域行
事など、さまざ
まな機会での活
動が認められま
した。

毎年夏に青空本の広場を開催している、青
空本の広場実行委員会（増地隆実行委員長）
に、このほど町から感謝状が贈呈されまし
た。
同実行委員会では、青空本の広場の収益で
購入した書籍や物品を、平成４年度から毎年
図書館へ寄贈しています。21 回目となった
昨年度は、教科
辞 典 11 巻 と 映
画 DVD １ 巻 を
寄贈し、図書館
利用者に活用さ
れています。
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財団主催 水泳教室

体育施設ホームページ

春からも、教室を通じて水泳に取り組もう♪

お知らせ

キッズベーシックスイム

教室受講決定の発表方法が変わります

〈火曜日コース〉〈水曜日コース〉
象

日

程

定

員

小学１～２年生
〈火曜日コース〉５月14日～７月２日
※毎週火曜日 〈全８回〉
17：30 ～ 18：30
〈水曜日コース〉５月８日～６月26日
※毎週水曜日 〈全８回〉
18：00 ～ 19：00

考

申込締切

各コース30名

受講料

備

○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。
○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。

申し込みについて

４月22日㈪

3,500円（保険料含む）
受講者は、７月から行われるZ'S（財団スイミン
グスクール）へ継続参加することができます。く
わしくは、体育施設で配布している「平成25年度
スポーツ教室一覧」をご確認ください。

ファーストスイミング
～はじめの一歩～
対

象

中学生以上の男女

日

程

４月16日～６月11日
※毎週火曜日 〈全８回〉19：30 ～ 20：30

定

員

20名

受講料
備

考

申込締切

問合先

４月10日㈬

4,400円 ※中学生3,500円（保険料含む）
・受講者には２ヶ月間の無料遊泳券を発行します。
・中学生の教室参加には、保護者の承諾が必要です。

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

中標津体育館
【丸山１丁目５番地☎72－2316】
（午前９時から午後９時までに問い合
わせください）
温水プール
【丸山１丁目９番地☎72－7001】
（午後２時から午後９時までに問い合
わせください）

※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

オープン予定日
運動公園

町営テニスコート

○各町営体育施設窓口で、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。
○ス ポーツ教室に参加される方はス
ポーツ安全保険に加入していただき
ます(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)。

５月１日㈬
５月12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25日㈯

スピードスケート場広場

５月11日㈯

第１球場・第２球場

５月12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合せは、体育館（☎７２―２３１６）まで。

対

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

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/

こどもの読書週間

★特別本展『たくさん読んで 大きくなあれ』

「たくさん読んで 大きくなあれ」

年齢に合ったオススメ絵本を紹介します。これ
から大きくなる赤ちゃん、昔子どもだった大人の
方も、絵本を読んで大きくなあれ。

４月23日～５月12日はこどもの読書週間です。

●1日司書体験

●パパさんおはなし会
「お父さん絵本読んで！」

参加無料

図書情報の記事に関する問合せは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

大好評の１日司書体験を、今年も開催！
オススメ本の展示コーナーを作ります♪
と き／①４月27日㈯ ②５月11日㈯
午前の部 午前９時45分～11時45分
午後の部 午後1時30分〜3時30分
対 象／小学校４～６年生 各２名
締め切り／４月20日㈯
※希望の日にちと午前・午後の希望をお知らせ
ください。
※昨年度参加した方でも申し込みできます。
※締切後、職員による抽選のうえ電話で連絡を
します。

参加無料

お父さんがお家で絵本を読んであげるときの、簡
単なテクニックやおススメ本を紹介します。
と き／５月12日㈰ 午後３時～３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。
申込期間／４月16日㈫～５月９日㈭
午前10時～午後７時
※会場に余裕がある場合は、当日参加を
受け付けます。

申込先／中標津町図書館

☎73－1121

新 着 図書 案内
『津波の墓標』
石井光太／著（一般）
『くわしく知りたい目の病気』

大鹿哲郎／総監修（一般）
『うーらのおうちカレー 77 変化』

庄司智子／著（一般）
『はじめてのコンテナ野菜づくり』

麻生健洲／監修（一般）
『キャパの十字架』
沢木耕太郎／著（一般）
『夢を売る男』
百田尚樹／著（一般）
『にすいです。冲方丁対談集』

冲方丁／著（一般）
『江戸時代の和菓子デザイン』

中山圭子／著（ＹＡ）
『テーブルマナーの絵本』

高野紀子／著（児童）
『林業少年』
堀米薫／著（児童）
『へなちょこ』
くすのきしげのり／作（児童）
『プレッツェルのはじまり』

エリック・カール／作（児童）
※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

4月の展示
一般展示 『おでかけガイド』
★あたたかくなってくると、外に出かけたく
なってきますね！みなさんのおでかけを楽
しくするための本を紹介します。ゴールデ
ンウィークの予定も立てちゃいましょう！

児童展示 『ヒーロー大集合！』
★お はなしには、いろんなヒーローやヒロ
インがたくさんいます！自分だけのヒー
ロー・ヒロインに会いに来ませんか？

プチ展示

「イクメン」
「春、新しいことを始めよう !!」

郷土学習情報

vol.119

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

観察対象：植物、野鳥、昆虫など自然全般
服装・持物：天候に合わせた服装、（あれば双眼鏡、
ルーペなど）
※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。
開催予定日 ４月23日、５月21日、６月25日、７月
23日、８月20日、９月24日

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。
開 催 日：毎月第４火曜日（４月23日からスタート）
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

☞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/

なかしべつおやこ劇場 創立20周年記念公演

潜水海賊 キャプテン・グック
【日本人形劇大賞受賞作品】
暑苦しい海賊たちと現代のクール
な女の子が、潜水艦という世界一密
閉された空間でどうにかこうにか関
係をきずいていく。
少しの哀愁と、希望にあふれる海
洋ロマン。ただいま潜行開始！

第 161 回ロビーコンサート

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

入場
無料

ロビーコンサート

出

と

午後２時開演

プログラム／「風が吹いている」、

町民ホール



き／４月６日㈯

ところ／しるべっと
主

「クラリネットファンタジー」
演／クラリネットキャンディーズ
「童謡メドレー」ほか

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

東儀秀樹トーク＆ライブ ～雅の世界～
と

き／６月30日㈰

ところ／しるべっとホール

開催決定!

〔東儀秀樹プロフィール〕
日本の伝統文化である雅楽の第一人者。宮中儀式や皇居にて行われる
雅楽演奏会などに参加。宮内庁楽部では主に篳篥（ひちりき）を担当。ピ
アノやシンセサイザーを使い雅楽の持ち味を生かしたオリジナル曲の
創作活動も行っており、その独自の音世界で高い評価を得ている。
プレイガイド等の詳細は、５月号でお知らせいたします。
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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。

と き／４月23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
入場料／こども券 1,000円
おとな券 1,200円
おやこ券 2,000円
ファミリー券 2,500円
※全席自由、税込み、当日各300円増し
※こども（４歳以上中学生以下）
、おやこ（大人１人、子ども１人）
、ファミリー（大人１人、
子ども２人）
※３歳以下は入場無料。
※車椅子席・付添者席がありますので、希望される方はチケッ
チケット発売中!
ト購入時にお申し出ください。
プレイガイド／しるべっとほか
主 催／なかしべつおやこ劇場、（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
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

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

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

交流センターホームページ

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

新制度

書楽家時間

会員・提携店募集中!

「しるべっと舞台鑑賞友の会」

 ～中標津特別編～

「しるべっと舞台鑑賞友の会」では、新規会員
を募集しています。
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。
また、提携店として友の会を応援してくださ
るお店も募集しております。
ご入会、提携店申し込みの詳細については、し
るべっと（☎ 73 － 1131）までご連絡ください。

書楽家
ワークショップを開催！
と

き／４月10日㈬
①午後１時～３時 ②午後４時～６時
③午後７時～９時
ところ／しるべっと コミュニティホール
受講料／中学生以上 2,000円
小学生 1,000円
※未就学児は見学無料
定 員／各回20名
講 師／安田有吾（コンドルズ）
持ち物／必要な道具は用意しますが、動きやす
く墨がはねてもよい服装でお越しくだ
さい。
申込先／しるべっと（☎73－1131）
※４月９日㈫締め切り
主 催／中標津「書楽家時間」実行委員会
共 催／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

年 会 費／2,400円（一般会員）
※提携店としてのご協力に、会費等は発生いた
しません。
※く わしい情報はホームページhttp://www.
zncs.or.jpでもご覧いただけます。

計根別

生涯学習情報

【どんなワークショップ…？】

交流センターでは平成25年度団体登録の新
規受付を随時行っています。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。書類
は交流センター窓口にありますので、気軽に職
員へ声をかけてください。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。施設の空き状況や使用料金などのお問合
せは交流センター（☎78－2270）までお願い
します。

書楽家ワークショップは書道のさまざまな
要素を楽しみながら、道具の使い方や空間、
余白の捉え方、呼吸、姿勢などを学びます。
筆ならしとして半紙にいろいろ書いた後、
10 メートル級の大きな紙に、大きな筆を使っ
て参加者全員で一つの作品を作り上げます。
のびのび書いて、楽しいアートの時間を過
ごすワークショップです。

※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。

◎ジャズギターソロコンサート

○第27回 阿部京子門下生ピアノ発表会

と き／４月17日㈬ 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／2,000円（中学生以上）
出 演／菅野義孝
※共演者を募集しています。くわし
くは事務局：小室（こむろ）090－
3117－1989まで。
主 催／音楽倶楽部

と

き／４月29日（月・祝）

午後１時30分開演

ところ／しるべっとホール
主 催／阿部京子ピアノ教室

◎淳子夜想・JUNCOノクターン
と

き／５月５日㈰

ところ／しるべっと

午後６時開演
コミュニティホール

入場料／1,500円
主
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催／中標津・北の暦友の会

入場
無料

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
◇スポーツ広場◇
◎ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上）
と

き／４月10日・17日・24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
と

き／４月12日・19日・26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／☎72−8003 担当：船山

町パークゴルフ場

平成25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
・ミニテニス楽しむ会 ・ミニテニスをやってみる会
・親子ミニテニス楽しむ会 ・さわやか広場
・長ぐつアイスホッケー広場
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 ・スポーツフェスティバル
・長ぐつアイスホッケー大会 ・かんじきまつり
講演会等の開催
・クラブ育成講習会 ・講演会
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

シーズン券の
事前受付のお知らせ

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。

団員募集!!

恵まれた大自然を
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
7,500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 12 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 26 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

▼ 新年度がはじまりまし
た。
だんだん雪が融けてき
て春の訪れを感じます。
さて、先日おこなわれ
たワールドベースボール
クラシック。
日本は惜しくも準決勝
で敗れてしまいました
が、気迫あふれるそのプ
レーは、たくさんの感動
をもたらしました。
私たちも逆境に負けず
に、がんばりたいところ
（しょう）
です。 

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（４月６日～５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、４月 15 日㈪、５月７日㈫で
す。原則、毎月第１・第３月曜日が休館日ですが、祝
日の場合は翌日となります。
郷土館の休館日は、４月８日㈪・15 日㈪・22 日㈪・
５月７日㈫です。原則、毎週月曜日が休館日です。
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生涯学習情報

【総合型地域スポーツクラブ】

