第28回

青空本の広場
と

ト・ステージが盛りだくさんです。ご家族、お

き／８月18日㈰
午前10時～午後３時
ところ／しるべっと前広場

友だちを誘ってぜひお越しください。

（雨天時：しるべっと町民ホール

今年も「青空本の広場」を開催します。町
民・ボランティアの皆さんの協力によるイベン

イベントスケジュール

●古本市
皆 さまのご厚意で集まった小説・児童
書・コミックなどを、定価の１割で販
売します。買い物袋をご持参ください。

10：00 ～ 開会式

古 本販売、フリマ、遊びのコーナースタート！

●遊びのコーナー

13：10 ～ 青空おはなし会（おはなしの木 ）

大 きなしゃぼん玉・ストラックアウト
など、ゲームがたくさんあります。
ゲームに参加して景品をゲットしよう！

 み聞かせボランティア「おはなしの木」に
読
よる、おはなし会です。
大きな絵本や楽しいお話を読んでくれます。

●フリーマーケット

13：45 ～ 広陵中生徒会

劇「だるまちゃんの絵本さがし」

町 内・町外から募集した出店者による
お店が並びます。掘り出し物が見つか
るかも!?

 るまちゃんが読みたい絵本を、図書館のお
だ
姉さんと一緒に探そう！

14：15 ～ 中標津町吹奏楽団

ほか）

演奏

「勇気

100％」
、
「夢をかなえてドラえもん」
など、素敵な演奏をしてくれます☆

※当日の時間、内容が変更になる場合があります。

青空絵本コーナー

主
後
協

催／青空本の広場実行委員会
援／（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
力／中標津町牛乳消費拡大推進委員会
広陵中学校生徒会 計根別中学校生徒会ほか
問合先／中標津町図書館（☎73－1121）

小さなお子様を連れた方も休める
絵本コーナーでは、図書館の絵本を
青空の下で読むことができます。絵本を読み
ながらひと休みしませんか？
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ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

楽しくふれあい遊び
 9 年目のあいあいサロン
あいあいサロンは、手遊び
歌やわらべ歌、リズム遊びな
ど、音楽を通して親子でふれあい遊びを楽しむ
サロンです。毎年６月から 12 月までの半年間、
月に２回、子育てコミニュケーションスペース
る・る・るで開催しています（期間は、年によっ
て変更になることもあります）。
今年も９年目のあいあいサロンがスタートし
ました。今年は１歳から２歳くらいの小さいお
子さんが多く、まだ歩かない、1 歳前のお子さん
も何人か参加してくれています。
お友だち同士で誘い合わせて参加してくれる
方も多いので、自然と同じくらいの年齢の子が
多くなります。昨年は、２～３歳のお子さんが多
かったので、ダンスやリズム遊びで積極的に体

なかしべつ学

武佐岳

幕末

中標津町教育委員会

会津藩となかしべつ

学芸員

村田

一貴

検家の松浦武四郎が、止宿所・一里塚などがあった

みなさんは、幕末期の会津藩をえがいた大河ドラ

と記録を残しています。

マ『八重の桜』をご覧になったことがあるでしょう

その止宿所のあった遺跡からは、日本酒や焼酎を

か？実は中標津も幕末期、幕府の北方警備政策によ

入れていたとっくり・味噌や塩を入れていた甕（か

り会津藩領となっていた時期がありました。その関

め）のかけらが出土しています。同様の陶磁器が、

係で会津藩陣屋が標津に置かれたり、幕府によって

北前船の海運によって各地の陣屋などに流通してい

標津川沿いに北方警備のための内陸の道が整備され

ることから、中標津で出土した陶磁器も海運と内陸

たりしました。その道を 1858 年に通行した北方探

の道を経て止宿所まで運ばれたのでしょう。

モノが
のホン
絵
風
屏
然公園
来月、
史跡自
川
ー
ポ
。
標津町
定です
れる予
さ
示
で展

標津番屋屏風（新潟市西厳寺所蔵）
☞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

郷土学習情報

vol.123

郷土館発 !

家庭教育・子育て支援情報

を動かしていました。今年はわらべ歌や、抱っこ
したままでもできるダンスを多めに取り入れる
など、お子さんの年齢に合せて内容を工夫して
います。
そうこうしているうちに半年が過ぎるころに
は、ハイハイだった赤ちゃんも歩き出し、サロン
の雰囲気はどんどん変化していきます。
まだ言葉をしゃべったり、歩いたりできない
小さなお子さんも、お母さんが膝に抱っこして
歌を歌ってあげると、それだけでとても嬉しそ
うです。ＣＤ、テレビ、インターネットなど、簡
単に音楽を聴ける時代ですが、やはり子どもは、
お母さんが歌ってくれる歌が大好きです。
今年もたくさんの歌を、一緒に歌っていきた
いと思います。
※サロンは登録制で、年会費がかかります。今年
度は満了につき、募集を締め切りました。例年、
５月ころより募集を開始し「おためしあいあい
サロン」という無料体験も行っています。
興味のある方は、４月後半～５月上旬ごろに
お問い合わせください。

問合先／る・る・る ☎ 72 － 3259

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
中標津小学校 〜のびのび学び 豊かな心を育む〜

広い敷地と贅沢な空間利用のオープンスペース型
校舎になって 25 年が経過しました。共有空間とし
てのフリースペース、幅広の 100 ｍ廊下、ガラス張
りの渡り廊下など斬新なデザインの校舎は、いつも
元気な子どもたちの声で溢れています。本校では、
教育目標「すすんで学習にはげむ子ども」
「力を合わ
せてやり抜く心豊かな子ども」
「じょうぶでたくま
しい子ども」の育成をめざし、創意と活力に満ちた
学校づくりを推進しています。

でいきます。今年は中庭に「人権の花」も加わり
ました。また、火曜日に行われるハッピー集会に
は「歌声の日」があり、朝の会や音楽の時間に練
習したテーマ曲を全校が一堂に会して練習しま
す。低学年の元気な声に中高学年の美しさが加わ
り絶妙のハーモニーをつくりだしています。
【親子ふれあい活動】
 ふれあいフェアは毎年 11 月に開かれるＰＴＡ
行事です。ＰＴＡと５・６年の出店に多くの来場
者 が 押 し 寄 せ、
まるでお祭りの
ような賑わいで
す。ＰＴＡの出
店は食べ物です
が５・６年生の
「キッズバザー」
には、おもちゃ
屋・ネイルショップ・アクセサリー店など、工夫
を凝らした店がズラリと並びます。昨年までは買
い物にリングプルやエコキャップが使われ、お金
や仕事について親子で考えるマネー＆キャリア
教育の場となっています。是非一度ご来校くださ
い。

（教頭 佐々木克博）

【一人ひとりを大切にする学習活動】
 ＴＴ（チームティーチング）や習熟度別少人数
指導に力を入れ、一人ひとりへの声かけや個別指
導を増やし、子どものやる気を引き出していま
す。また、全校一斉の朝学習と朝読書も学びの土
台づくりに効果を発揮しています。ボランティア
の方を招いての読み聞かせも数多く行われ、子ど
もたちは毎回楽しみにしています。
【豊かな心を育む自然環境と体験活動】
 学校前の花壇や雑木林をリスが走り回るという
長閑な環境が、子どもたちをのびのびと育て、落
ち着きのある雰囲気をつくっています。学級や児
童会による小動物の世話や野菜栽培など、協力し
合って育てることで思いやりや命の大切さを学ん

学校公開日のご案内
学校名

日

時

西 竹 小 学 校
☎73－7247

８月19日㈪
13：35～14：20

中標津東小学校
☎72－3314

８月22日㈭
８月23日㈮
10：30～11：20

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

８月23日㈮
13：40～14：25

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

夏休み作品発表会
夏休み体験発表会（４～６年）
夏休み体験発表会（１～３年）

学習参観

学校行事だより

参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民
保護者

当日玄関
にて受付

保護者
および
地域住民

○ 修学旅行
・小学校
計根別………………… ８月21日㈬～22日㈭
・中学校
広陵・計根別………… ８月27日㈫～30日㈮

〜各学校の修学旅行〜
「学校行事だより」は随時掲載します。
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体育施設ホームページ

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

中標津町の皆さん、ご協力ありがとうございました !

第５回なかしべつ330°開陽台マラソン 記録一覧
競技種目

５km

２km

門（対象）

１位入賞者

タイム

・男子

高校生～39歳の部

・男子

40歳～59歳の部

・男子

60歳以上の部

佐藤 秀幸
野村 智幸
金田 一彦
浅沼 志保
宮竹南央哉
野村 隼斗
川端 俊司
大川 彩夏
髙原
暖
深津 明美
福澤 蓮太
野呂田騎旭
川口 梨緒
永井 優会
長岡 龍司
長岡 虎汰

１：13：02
１：16：14
１：26：19
１：23：23
０：19：50
０：16：55
０：16：43
０：22：03
０：26：30
０：23：29
０：08：06
０：07：30
０：08：30
０：08：10

・女子

高校生以上の部

・男子

小学４～６年生の部

・男子

中学生の部

・男子

高校生以上の部

・女子

小学４～６年生の部

・女子

中学生の部

・女子

高校生以上の部

・男子

小学１～３年生の部

・男子

小学４～６年生の部

・女子

小学１～３年生の部

・女子

小学４～６年生の部

・ファミリーの部

０：08：14

クロカン・ナカシベツ 2013
種

運動公園の自然を利用した
 起伏のある難しいコースをクリアしよう！
と
き
と こ ろ
対
象
参 加 料
申込方法

申込締切
そ の 他

主

部
距離

９月29日㈰
中標津町運動公園
特設クロスカントリーコース
道内在住の小学生から一般
１チーム1,500円（申し込みの際にお
支払いください）
中標津町営体育施設窓口で専用の申込
用紙を配布しています。必要事項を記
入し、中標津体育館窓口へ申し込みく
ださい。
９月９日㈪
マ イタスキ持込可能（長さ180cm以
上、幅６cm～10cm以内）
くわしくは開催要項でご確認ください。
催

5th

目

2㎞×5名
(総距離10㎞)

距離

2.5㎞×5名
(総距離12.5㎞)

門

ミックス（小学生低学年３名・一般２名）
小学生低学年

男子の部／女子の部

※低学年は小学１・２年生
※ミックスに男女の制限はありません。
小学生中学年

男子の部／女子の部

小学生高学年

男子の部／女子の部

中学生

男子の部／女子の部

高校生

男子の部／女子の部

一

男子の部／女子の部

般

※中学年は小学３・４年生
※高学年は小学５・６年生

※各区分メンバー構成に基づきサブメンバー２名以内
…計７名以内でエントリーしてください。
※ミ ックス以外で男女混合出場の場合はすべて男子の
部とします。

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団

問 合 先

中標津体育館

☎72－2316

夏休み中の体育施設の
利用について

・必ず準備運動をして、

けがには十分気をつけましょう。

体育館、温水プール、運動公園の
体育施設で元気に体を動かそう !

・家 を出るときは、おうちの人に行き先を知らせて、各
施設の利用時間を必ず守りましょう。

夏休み中の施設利用上の注意事項
・日射病や熱中症対策のために、水分補給は小まめに行
い、外では帽子をかぶりましょう。
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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。

ハーフ

部

７月 14 日に開催しました『第５回なかしべつ 330°開陽台マラソ
ン』！参加者総勢 975 名、マラソン役員約 500 名、道警音楽隊の
皆さんのご協力のもと、盛大に終了することができました。
大会開催にあたり、たくさんのご協力・ご声援をありがとうござ
いました！

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/

８月の展示

児童特別展示

一般展示 『平和を願う』

『戦争』

★今年で終戦から 68 年が経ちました。しかし今なお、
世界のどこかで戦争が起きています。終戦記念日を
きっかけに、平和について考えてみませんか？

図書情報の記事に関する問合せは、図書館（☎７３―１１２１）まで。

児童展示

『青少年のための200冊』

★
「青少年のための 200 冊」に設定されている本の中
から幼児～小学生向けの本を展示します。豊かで強
い心を育む本たちがいっぱいです。
プチ展示 「涼しい本＆アツい本」
、
「わくわく☆チャレ

ンジ教室」

★８ 月 15 日 は 終 戦 記 念 日 で す。児 童
コーナーでは、子ども向けの戦争に関
する読み物、調べ学習の本を特集しま
す。
『夏休みの工作・自由研究』
★夏休みの宿題はばっちりですか？困っ
た時は、図書館におまかせ！工作や自
由研究のアイデア満載の本を展示して
います。

夏休みこども映画会「長ぐつをはいたネコ」
無実の罪を晴らすため、長ぐつをはいたネコのプスは魔法の
豆を探しに旅に出て…。
８月６日㈫（上映時間 約90分）
交流センター（計根別） 午前９時30分開場、午前10時上映
しるべっとホール
午後１時30分開場、午後２時上映

入場無料

※特 別展示「これって何のおはな
し？原作をさがそう！」図書館内
で開催中です。

新 着 図 書 案 内
『20 歳からの人生の考え方』


外山滋比古／著（一般） 『ときめくカエル図鑑』


高山ビッキ／著（ＹＡ）

『走る動物病院』

佐和みずえ／著（児童）
『世界が認めたニッポンの居眠り』


ブリギッテ・シテーガ／著（一般） 『あたしがおうちに帰る旅』
 ニコラ・デイビス／著（児童）

畠中恵／著（一般） 『おめんです』

『ときぐすり』

いしかわこうじ／作（児童）

『桜庭一樹短編集』

 こいでやすこ／作（児童）
桜庭一樹／著（一般） 『たろうめいじんのたからもの』

『いつも彼らはどこかに』


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

スポーツ情報

財団主催

水泳教室

参加者募集中!!

飛び込み教室
と
き
対
象
受講料（保険料込み）

中標津体育館

☎72－2316

～飛び込みの基本動作を学ぼう～

８月30日㈮、９月６日㈮、13日㈮ 全３回 19：30～20：30
４泳法のいずれかで25m以上泳げる小学生以上
定
員 30名
高校・一般 2,300円
小・中学生 1,300円
申込締切 ８月20日㈫

ヒラ＆バタコース
と
き
対
象
受講料（保険料込み）

問合先

～２つの泳法を体験しよう～

９月４日㈬～11月６日㈬ 全10回
クロールができる中学生以上
高校・一般 5,000円
中学生 4,000円

申込方法・お知らせ

19：30～20：30
定
員 20名
申込締切 ８月20日㈫

○体育館・プール窓口で直接申し込みください。
○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。
○定員を超えた場合、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。
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文化会館ホームページ

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

荒川洋フルートコンサート2013in中標津 ～またあえる～

対象事業
対象
対
象事
象
事業

午後７時開演

荒川

洋

パリ国立高等音楽院フルート科をプルミエ・プリ（第一位）で
卒業。新日本フィルハーモニー交響楽団フルート副首席奏者とし
て就任後、首席奏者に就任。ヴェネツィア室内合奏団と共演し成功をおさめる。上野学園大学非
常勤講師を務める。
2007 年より当町に毎年来町し、演奏会や町内の吹奏楽愛好者などに指導を行っており、活動
拠点の一つとなっている。当町をイメージして作詞・作曲された「またあえる」は合唱曲として
親しまれている。

荒川洋プロフィール

平成25年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

演劇「あとは野となれ山となれ」中標津公演

؊ȉͧ

対象事業
対象
対
象事
象
事業

る、
に繰り広げられ
台
舞
を
劇
演
大衆
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【あらすじ】
赤城万里子（竹下景子）55 歳、不倫中の
夫とニートの息子を捨て飛び出した先は、
10 年前からひいきにしていた大衆演劇の

売 券 発 売予定
９月７日㈯ 前

!!

旅一座。そこにいたのは座長の千羽旭（宇
梶剛）と若い女座員りん（岸田茜）。他の座
員は座長の暴走でやめてしまって、残るは
この３人だけである。
一座を立て直すために普通のおばさんが
やってきた！果たして一座の運命は・・・

と き／11月14日㈭ 夜公演
町民還元事業
ところ／しるべっとホール
出 演／竹下景子、宇梶剛、岸田茜
主 催／（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
助

成／財団法人地域創造

プレイガイド等の詳細については、らいふまっぷ９月号でお知らせします。
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。

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合せは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

チケット
出 演／荒川洋（フルート）、うえだよう（ピアノ）
好評発売中!
入場料／大人1,500円、高校生以下1,000円
※全席自由、税込み、当日500円増し
※未就学児入場不可
プレイガイド／しるべっと
主催／（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、
釧路地区吹奏楽連盟根室支部
協力／中標津町吹奏楽団
うえだよう

新日本フィルハーモニー交響楽団
首席フルート奏者

と き／８月16日㈮ 午後６時30分開場
ところ／コミュニティホール
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生涯学習・文化芸術情報

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

「しるべっと舞台鑑賞友の会」

ロビーコンサート

会員募集中!

「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の
特典を多数ご用意しています。
ご入会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。
年会費／ 2,400 円（一般会員）
うれしい特典盛りだくさん♪
・チケット特別先行発売
・チケット代割引サービス
・チケットの無料郵送サービス
・お支払いの口座自動振替など

◎会場はいずれも、しるべっと町民ホールです

第 167 回 ロビーコンサート

「テレビシーンメロディ」
と き／８月10日㈯ 午後１時開演
出 演／ソプラノ 中のぞみ、ピアノ 木原奈津子
プログラム／「ミュージカル『レ・ミゼラブル』より『夢
やぶれて』」、
「千の風になって」ほか
第 168 回 ロビーコンサート

「～和で奏でる～お琴のコンサート」
と き／８月24日㈯ 午後２時開演
出 演／生田流一千会北海道支部
プログラム／「さくらさくら」、
「荒城の月」ほか
主

※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。

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

平成25年度 「根室管内文芸大会」参加者募集!

応 募 先／しるべっと内
根室管内文芸大会事務局 （ ☎ 73 － 1131）
応募締切／８月９日㈮までに大会事務局必着。
主
催／根室管内文化協会連絡協議会、北海道
文化団体協議会
主
管／根室管内文芸大会実行委員会
※申込方法ほか、くわしくは大会事務局へ問い
合わせください。

根室管内の文芸愛好者が一堂に集まり、発表と
交流会を行います。
と
き／９月８日㈰
午前９時 30 分受付 午前 10 時開始
と こ ろ／しるべっと
募集作品／俳 句、短歌、川柳、詩、創作、随筆（未
発表のものに限ります）

※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。

◎赤松林太郎ピアノリサイタル

○中標津ピアノ・ドリマトーン発表会

と き／８月24日㈯ 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／シングル 3,000円
学
生 2,500円
ペ
ア 5,000円
主 催／北根室鍵盤楽器協会（ＫＢＡ）

と き／９月１日㈰
ところ／しるべっと
主 催／舩水千春

入場
無料

コミュニティホール

○ヨギーニクラブ～feel～（ヨガサークル）会員募集
対 象／一般女性
例 会／毎週金曜日 午後７時～８時 30 分
会 場／しるべっと 美術室
会 費／ 2,000 円～ 2,500 円（予定）
申込先／しるべっと窓口もしくは電話（☎ 73 －
1131）でお申し込みください（８月 22
日締め切り）。

○はじめての手づくり石けん教室

と き／９月１日㈰ 午前10時
ところ／しるべっと 実習室
受講料／2,000円 ※作った石けんを持ち帰らな
い方は1,200円
定 員／12名（一般成人の方、先着順）
主催・申込先／横山（☎090－3891－8771）
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交流センターホームページ

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

【総合型地域スポーツクラブ】

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！

◎さわやか体験広場
と

◎ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上）

き／８月７日・21日・28日
毎週水曜日

と

き／８月21日・28日
毎週水曜日 午前９時～10時30分
ところ／中標津体育館

午後７時～８時30分

ところ／丸山小学校体育館
問合先

◎ミニテニスをやってみる会
と

き／８月９日・23日・30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

なかしべつ科学フェスティバル

計根別

生涯学習情報

みるくラボ 2013 参加無料 !

○みんなでつくりあげる交流センター☆

実験や工作、サイエンスショーなど、見て、
作って、楽しめる科学体験イベントです。

計根別老人クラブと計根別花壇クラブの皆さ
んに、ボランティアで交流センターの環境整備
をしていただきました。
敷地内の細かいところまで草取りや植木の剪
定、花壇や街路樹周辺への花植えなどをしてい
ただき、敷地内は見事に整備され、利用者は気
持ちよく施設を利用する事が出来るようになり
ました。
ご協力いただいた皆さん、本当にありがとう
ございました。

と き／８月18日㈰ 午前10時～午後３時
ところ／中標津経済センター「なかまっぷ」
サイエンスショー
ミニプラネタリウム、「はごろも蝶」をつ
くって飛ばす
実験・工作コーナー
指型ろうそく作り、牛と草のふしぎ、水晶
の標本作り、草木染め ほか
主 催／ＮＰＯ法人butukura
問合先／中司（なかつかさ）☎050－5809－7962

青少年に関する
相談は…

教育相談センターへ

いじめ、不登校に関することをはじめ、ご家
庭で心配になっていることの相談に応じます。
相談時間／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前９時～午後４時
連 絡 先／☎72－1717 FAX72－1707

植木の剪定作業のようす

色鮮やかなベゴニアとマリーゴールド

編集後記

▼ 先 日、参 議 院 選 挙 が
行われました。
有権者のみなさまの
１ 票 に は、さ ま ざ ま な
思いが込められていた

ことと思います。
わたしたちの暮らし
に関わる問題は多々あ
り ま す が、日 々 楽 し い

（しょう）

ことを探し、前 向 き に
生きていきたいもの
です。



各生涯学習施設休館日のお知らせ
（８月５日～９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、８月５日㈪・19 日㈪、
９月２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、８月５日㈪・12 日㈪・19 日㈪・
26 日㈪、９月２日㈪です。原則、毎週月曜日が休館
日です。
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一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

