スポーツ少年団団員募集!
小学生から中学生まで多くの仲間と交流ができ、スポーツを通して社会の
一員として活動をします。
スポーツ少年団名

募集対象

中 標 津 水 泳

小学１年生
以上の男女

（25m泳げる子）

募集人数

練習日程

練習場所

用具・費用など

会費

温水プール

キャップ・ゴーグル・
ビート板など各自で用
意

年会費10,000円
月コース料

4,000円

毎週火～土
多

数

18：00～19：30
初心者は入団後日
程を調整します

毎週水

中 標 津 町 剣道

小学１年生～
小学３年生

多

数

小中学生

多

数

中標津町空手道

小学１年生～
中学生の男女

多

数

中標津ミニバスケットボール

小学１年生～
６年生の男女

若干名

中 標 津 サ ッ カ ー ※年齢問わず女
子団員も募集
しています。

毎週土

9：30～11：30

※初心者は当面土曜
日のみ参加

中 標 津 町 柔道

小学１年生～
６年生

防具他用具一式

45,000円程度
※防具は概ね小学校卒
月会費 1,000円
業まで使用できます。
※初心者は最初、竹刀
のみ使用

18：00～20：00

多

数

※４年生以上
の入団は相
談下さい。

毎週水・金

武

道

館

18：00～19：30

毎週火・木

18：00～19：30

毎週火・木他

17：30～19：00

毎週月･水･土･他

※時間は学年や時期
により変動

体

育

館

運動公園
睦運動広場
体育館など

柔道着7,000円～

10,000円程度
各自で用意

月会費 1,000円
（登録料・保険料
別途）

空手道着 8,000円程度

年会費14,000円
（武道館使用料別
途）

バスケットシューズ

小学1～3年生

月1,000円
小学4～6年生
 
月2,000円

ボール･シューズ･レガ
ース・ドリンクホルダ
ーなど各自で用意

小学1～2年生

月1,000円
小学3～6年生

月2,000円

申込み・問合せ／町体育館または焼肉万景（五十嵐）☎72-１９２９ 締切り:４月５日㈭

原則毎週水

なかしべつラグビースクール

小学1年生～
小学６年生

若干名

16：00～17：30
（時間変更あり）

毎週土

10：00～12：00

運動公園
体育館など

種目によって必要なも
の（その都度連絡）

年会費 7,000円
（兄弟入校は１人
6,000円）
初年度登録料

1,000円

申込方法
◦中標津町スポーツ少年団本部 ( 中標津体育館窓口 ) にて所定の用紙に記入のうえ申込みください。
◦年 会費等の必要経費は申込み後各団の事務局から連絡がありますので、その際に納入方法等を
確認し、納めてください。

スポーツ少年団についての問合せは中標津町スポーツ少年団本部（体育館☎ 72-2316）まで !
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中標津町教育委員会

全国学力・学習状況調査分析結果の考察

文部科学省は、全国の３割の抽出校と希望校
における小学６年生と中学 3 年生を対象に昨年
４月 19 日、今年度で５回目となる平成 23 年度
全国学力・学習状況調査を実施する予定でした
が、３月 11 日の東日本大震災のため、９月以降
に希望校だけで行うよう変更しました。
例年行っている全国集計はせず、都道府県順
位も今年度は出していません。道内では札幌市
を除く 178 市町村の全公立学校 1,522 校（965
小 学 校、557 中 学 校 ）が 参 加 し て ９ 月 27 日、
58,861 人が調査を受けました。本町では小学
６年生 10 校 231 人、中学３年生４校 252 人が
参加しました。
北海道教育委員会は、昨年 12 月 21 日付けで
道内における調査の集計結果を公表しました。
今回は東日本大震災の影響もあり全国平均を算
出していないため全国との比較はできません
でしたが、基礎知識を問うＡ問題では小学校の
算数、中学校の国語で平均正答率が約８割とな
り、｢基礎学力に向上の兆しが見られた｣ と分析
しています。
本町教育委員会におきましても、北海道教育
委員会の集計結果を踏まえて分析を行いまし
た。その結果、各教科の平均正答率は、下欄一
覧表のとおりです。教科別に見ると、小学校で
は国語Ｂ「活用」及び算数Ａ「知識」
・算数Ｂ「活
用」に関する問題を苦手としています。中学校
では国語Ｂ「活用」に関する平均正答率が全道
平均を上回っていますが、数学Ａ「知識」
・数学

Ｂ「活用」に関する平均正答率が全道平均より
やや低くなっています。
また、小学校の「知識」を問う問題では、７割
の定着が見られますが、
「活用」を問う問題では
３割の定着にとどまっています。中学校の「知
識」を問う問題では、５～７割の定着が見られ
ます。国語の「活用」を問う問題では平均正答
率が６割を超え、全道平均を上回っています。
今後、小・中学校ともに思考力や表現力の育成
が課題として捉えることができます。
次に、本町における児童生徒の学習状況調査
の結果から特に課題と思われるのは、
「学習時
間」
、
「基本的生活習慣」
、
「自尊意識・規範意識
等」の項目となっています。具体的には、①１
日当たり、１時間以上家庭学習をする児童生徒
の割合は、小学校調査では 38.1％であり、全道
の 41.9％と比べて「やや低い」傾向です。中学
校調査では 53.8％であり、全道の 63.9％と比
べて「著しく低い」傾向が見られます。このこ
とから、学校と家庭が十分連携を図り、小学校
から学習意欲の向上や学習習慣の定着を図る
ことが重要と考えます。②読書する時間につい
て、１日に「30 分以上、１時間より少ない」児
童生徒の割合は、小学校調査では 10.4％です。
全道の 15.5％と比べて「相当低い」傾向にあり
ます。中学校調査では 10.8％で、全道の 15.5％
より「やや低い」傾向にあります。児童生徒が
保護者とともに読書に親しみ、楽しめる体験が
できる機会をつくるなど、児童生徒にとって読

＜全国学力テスト平均正答率（％）＞
小学校

（全道との比較）

国語A

国語B

算数A

算数B

７３．１

３６．２

７８．０

４２．２

本町と全道
との比較

同様

相当低い

やや低い

やや低い

中学校

国語A

国語B

数学A

数学B

７８．０

６２．４

５４．７

４７．４

同様

高い

やや低い

やや低い

全

全

道

道

本町と全道
との比較

※（高い＝全道平均正答率を上回っている
相当低い＝５％以上７％未満の差）

同様＝２％未満の差
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やや低い＝２％以上５％未満の差

学校の情報

本町における 平成23年度

学校の情報

書活動が日常的になるような支援が必要です。
③朝食を毎日食べる児童生徒の割合は、小学校
調査では 95.7％となっており、全道の 94.7％
と「同様」の傾向です。中学校調査でも 90.5％
となっており、全道の 90.9％と「同様」の傾向
にあります。しかし、朝食を全く摂っていない
児童生徒の割合は、小学校調査では 4.3％（全
道 5.3％）、中学校調査では 9.5％（全道 9.1％）
となっており、各学校では全校的な実態の把握
に努めるとともに、保護者への積極的な啓発と
対応が必要です。④自分には、よいところがあ
ると思う児童生徒の割合は、小学校調査では
67.1％（全道 65.0％）
、中学校調査では 49.4％
（全道 59.9%）となっており、特に中学生が全
道に比べて「著しく低い」傾向にあります。自
分の長所について自信を持って言えるような周
囲の働きかけが必要です。
このような調査結果を踏まえて、今後取組む
べき改善の方向性については、以下の４点と考
えます。

〜小中学校の卒業式〜
３月17日㈯
３月19日㈪
３月21日㈬
３月21日㈬

午前９時～
午前９時30分～
午前９時30分～
午前10時～

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】みんなで楽しく

最後に、全道的に学力低下が憂慮されている
現在、本町においても学校、家庭、地域社会及
び行政が本来果たすべき役割を整理し、一層の
緊密な相互連携を図っていくことが求められて
います。

俣 落………… ３月21日㈬
俵 橋………… ３月22日㈭
養老牛………… ３月23日㈮

学校行事だより
○小学校
丸 山…………
中標津…………
中標津東………
計根別…………

１点目は、
「知識・理解」に加えて「思考力・
判断力・表現力」の指導の強化を図る必要があ
ります。
２点目は、児童生徒の学習意欲を高める指導
方法の工夫と、授業中、休み時間、放課後など
で、児童生徒のつまずきを解決する個別指導を
重視する必要があります。
３点目は、家庭での勉強時間が少ない実態か
ら、学校と家庭との連携を密にし、宿題の目的
や内容を検討して家庭学習の習慣化を図る必要
があります。
４点目は、９年間を見通した教育課程を編成
し、一貫した指導体制を図る必要があります。
特に、同一区域内の小・中学校の連携を密にす
る必要があります。

○小中学校
武 佐………… ３月14日㈬

午前10時～

○中学校
中標津………… ３月12日㈪
広 陵………… ３月13日㈫
計根別………… ３月14日㈬

午前９時～
午前10時～
午前10時

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◇

午前10時30分～
午前10時～
午前10時～

問合先



〒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

平成23年度の活動を終えて

◎ミニテニスをやってみる会

今年度は例年実施の事業のほか、スポーツ体験

と

き／３月９日・16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
◎ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上）
と き／３月７日・14日・21日・28日
毎週水曜日 午前９時30分～11時
ところ／中標津体育館

広場、武佐岳登山、クジラウォッチング、カヌー
体験、北方領土まで歩こう会などを行いました。
また、設立５周年記念として北海道ハイテクア
スリート陸上競技教室を、福島千里選手ほか５名
の指導のもと実施しました。
皆さまのご協力とご理解に心より感謝します。
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☆子ども対象～水泳教室～「キッズ」ベーシックスイム（前期）
水遊びや水泳の楽しさや素晴らしさ、今後の運動・スポーツへのきっ
かけ作りとなる教室です。
象

定

②第２ステージ：チビッコスイマーの誕生（６時コース）
５月１日～７月17日 毎週火曜 全12回
時間／18：00～19：00

員

受講料

30名
4,600円（保険料含む）

申込期間

2011年度スポーツ開拓事業

４月３日～16日

第24回中標津町ソフトバレーボール大会

締切間近!!

「スポーツ栄養学」講演会

資

師／株式会社ウェルネスプランニング
代表取締役 小松 信隆 氏
格／管理栄養士、健康運動指導士、日本糖尿病
療養指導士、病態栄養専門師

平成24年度 温水プールスポーツサークル登録

スイミングスクール

平成24年３月１日より、スポーツサークル登録の
受付が始まりました。温水プールにて定期的な活動を
予定している場合、スポーツサークル登録の受付を行
なってください。

低学年
（小学1年生～3年生）
高学年
（4年生～6年生）

申請期間（有効期間）
平成24年４月１日～平成25年３月31日
※１年毎の更新となります。

参加者募集中！
火曜日コース
16：30～17：30
木曜日①コース
17：45～18：45

年27回

木曜日②コース
19：00～20：00

★募集対象 「潜る」

「浮く」
「進む（５ｍ以上）
」ができる、
新小学１年生～６年生の子。
★募集人数 低学年は火曜日コース。木曜日コース①・・・
若干名。
（低学年は、希望のコースを一つ選ん
でもらいます。
）
高学年は木曜日②コース・・・若干名。
☆申込期間 ３月６日㈫～ 20 日 （ 火 ・ 祝 ） 17 時まで。
☆申込方法 温水プール窓口で申込みください。
電話・ＦＡＸでの申込みはできません。
※要項及び申込用紙は温水プール窓口で配布
しています。
☆受 講 料 10,000 円
☆泳力チェック／４月７日㈯ 午後５時 30 分受付 （ 温水プール ）
※詳細は要項で確認ください。
主 催／中標津水泳協会

提出書類
・スポーツサークル活動調査票兼申請書
・会員名簿・他サークル加入状況調査票
登録方法
所定の用紙（スポーツサークル活動調査票兼申請
書）に必要事項を記入し、温水プールまたは中標津体
育館へ提出してください。
問 合 せ
中標津体育館
温水プール

参加者募集

昨年より道東規模の大会となりました。道東地区の
愛好者のみなさん、たくさんの参加をお待ちしており
ます♪
と
き ４月１日㈰
と こ ろ 中標津体育館
対
象 道東地区に在住及び勤務している方。
道東地区のソフトバレーボールチームに所
属している方
その他、主催者並びに主管団体が認めた者
受 講 料 １チーム2,000円
申込方法 中標津体育館で配布している所定の申込用
紙に必要事項を記入し、参加料を添えて窓
口へ申込みください。
締 切 り ３月21日㈬
※休館日［３月19日㈪］は受付できません。
問 合 先 中標津体育館（☎７２－２３１６）
主
催 ㈶中標津町文化スポーツ振興財団
主
管 中標津町ソフトバレーボール連盟
そ の 他 詳細は開催要項でご確認ください。

『勝てる身体をつくるための食べ方
～コンディショニングからリカバリーまで』
と き／３月10日㈯
料
開場 午後６時30分
参加無
講演 午後７時～９時
ところ／しるべっと コミュニティホール
対 象／スポーツ実践者やスポーツ指導者、父母並び
にスポーツ栄養学に興味のある方。
定 員／100名
締切り／３月７日㈬
※中標津体育館窓口にて所定の申込用紙に記入してく
ださい。
主 催／財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
講

申込方法
○中標津体育館または温水プールにて、所定の申込用
紙で申込みください。
○電話・ＦＡＸでの受け付けはいたしません。
お知らせ
○定員を超えた場合は主催者側にて抽選いたします。
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。
○都合により日程に変更が生じる場合があります。
○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）。
問 合 先
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時までに問合せください）

☎７２―２３１６
☎７２―２５９０
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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。

日 程
コース

新小学１年生・２年生
①第１ステージ：水なんか怖くない！（５時コース）
５月２日～７月18日 毎週水曜 全12回
時間／17：00～18：00

http://www.zncs.or.jp

水泳教室に参加しよう♪

平成24年度財団主催スポーツ教室

対

ホームページ

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

3月の本展
一般本展 『政治・経済』
★こ の時期は、あれよ、あれよと財布がさび
しくなりがちです。いろいろと議論される
ことの多い税金や、政治・経済のことにつ
いての本を幅広く揃えます。

児童本展 『じしんだ！かじだ！～こんな時どうする～』
★３ 月 11 日で、東日本の震災から１年が経
ちます。震災について振り返りながら、災
害が起こった時にはどうするかをもう一度
考えてみませんか？

児童特別本展 『グリム童話を読んでみよう』
★春休み映画会で上映されるラプンツェルを
はじめとした、グリム童話を展示していま
す。たくさんあるグリム童話、あなたはど
れだけ読んだことがありますか？

としょかん人形げき「いどのおはなし」ほか
楽しいお話

もりだくさん!

愉快な人形劇のはじまり、はじ
まり～！かわいい人形たちが、
とってもステキなお話を観せて
くれます！普段観る機会の少な
い人形劇を楽しんでください。
と

き

ところ
対 象
出 演

３月25日㈰

10：00～11：00
※開場 ９：30
しるべっと コミュニティホール
幼児～小学校低学年程度
劇団オペレ（札幌市）

入場
無料

※チケットや申込みは不要です。直接会場へおこしください。

新 着 図 書 案 内
『考えるとはどういうことか』


外山滋比古／著（一般） 『フライトナース ハナ』

岩貞るみこ／著（ＹＡ）
『こどものためのお酒入門』

山同敦子／著（ＹＡ）
『老いのくらしを変えるたのしい切り紙』


井上由季子／著（一般） 『ヤモリの指から不思議なテープ』
 松田素子／著（児童）
『がれきの中の天使たち』

椎名篤子／著（一般） 『みんなが知りたい放射線の話』
 谷川勝至／著（児童）
『おいしい料理の方程式』

服部幸應／著（一般） 『キツネたちの宮へ』

富安陽子／著（児童）
『健康豆腐レシピ１００』

濱田美里／著（一般） 『パパのメールはラブレター！？』


メアリー・アマート／著（児童）
『ネルソン・マンデラ 私自身との対話』


ネルソン・マンデラ／著（一般） 『がいこつさん』

五味太郎／作（児童）
『ニッポンのここがスゴイ！』

『高峰秀子暮しの流儀』


堤和彦／著（一般） 『カエサルくんとカレンダー』

いけがみしゅんいち／作（児童）
高峰秀子／著（一般） 
『としょかんねずみ』

ダニエル・カーク／作（児童）
『人前であがる人あがらない人の話し方』


鈴木康之／著（一般） 『カリーナのりんご』

今関あきよし／作（児童）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。
『東京ヴィレッジ』
明野照葉／著（一般） ※（ＹＡ）

郷土学習情報
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武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

ひと昔前の出来事
“10 年ひと昔”といいますが、中標津においてひと昔前である平成 14 年に、どんなことがあったか調べてみました。
・
「きれいな街にする条例」が可決
・中標津警察署庁舎が完成
・本町の人口が 23,700 人を突破
・住民基本台帳ネットワークが稼動
・運動公園のスケートリンクがオープン
・当幌地区にゴミ処理施設が完成
旧警察署庁舎
旧清掃センター
実はこの中にひとつだけ平成 15 年の出来事が混じっています。
さて、どれでしょうか。
（答えは８ページの下段にあります。
）
☞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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ホームページ

http://www.zncs.or.jp

第７回 子どもステージinしるべっと
◇出演団体◇

※出演順

①生田流一千会北海道支部
②中標津知床太鼓童組
③中標津町空手道スポーツ少年団
④神刀無念凱山流北海道支部
⑤釧路バレエアカデミー恭子スタジオスワンの会
⑥わんぱくフォークダンスクラブ
⑦エアロキッズ・ジュニア・ティーンズ

文化やスポーツの分野で活躍する、町内の子どもたち
が日ごろの練習の成果を元気いっぱいに発表します。
と き／３月11日㈰
入場
午後１時開場 午後１時30分開演
無料
ところ／しるべっとホール
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

⑨ＪＡＺＺ ＤＡＮＣＥ ＲＩＯ
⑩チームＬＤＨ
⑪ヒップホップキッズ
⑫なかよしバトンクラブ

中標津移住100年

「塔の上のラプンツェル」 100枚の写真展
農業団体の本格的な移住が始まった明治44年
から100年。
その間のさまざまな出来事を、100枚の写真で
紹介します。
と

き／３月３日㈯～25日㈰

ところ／しるべっと
主

大正 12 年：俵橋小学校
昭和41年頃（昭和37年建築）：

中標津町公民館

第146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〜

ロビーコンサート



「ぽこ・あ・ぽこ」

と き／３月17日㈯
入場無料
出 演／広陵中学校音楽部＆こよっち
プログラム／「ソナタ４より」マッテゾン作曲、
「涙そうそう」金子健治編曲 ほか

第145回 ロビーコンサート

入場無料

催／中標津町郷土館
㈶中標津町文化スポーツ振興財団

と き／３月29日㈭
ところ／<計根別> 交流センター
午前10時～11時45分
<中標津> しるべっとホール
入場
午後２時～３時45分
無料
※開場は各30分前です。
主 催／中標津町交流センタ―、中標津町図書館
【指定管理者：
㈶中標津町文化スポーツ振興財団】



ギャラリー廊下

「みんないっしょ !」

◎すべて午後２時開演、会場はしるべっと町民ホール

と き／３月 10 日㈯
出 演／ＪＵＫＥ＊ＢＯＸ（じゅーく＊ぼっくす）
プログラム／「アブラハムの子」
、
「終わらない歌」ほか

主
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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

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。

春休み 子ども映画会

⑧ロットバルトバレエアカデミー

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

中標津しらかば学園 新入生募集
60歳からの学校・・・楽しみながら再発見!!

期

間／平成24年４月から平成25年３月まで。
毎月２回、いずれも水曜日。
時間は午前10時から午後３時まで
ところ／しるべっと（文化会館）
定 員／80人（超えた場合は選考基準により決定）
応募資格／町 内に居住する満60歳以上の方。通学可能であ
れば、車椅子の方も学習に支障ありません。ま
た、体調面の不安がある方は事務局へご相談くだ
さい。必要に応じて面談させていただきます。
受講料／年 間4,000円。自治会費2,500円。合計6,500円
負担していただきます。なお、各クラブ活動で必
要経費が掛かる場合があります。
学習内容／午前は講義（教養や健康、創造活動など）
、午後は
選択制のクラブ活動（昨年実施クラブ：カラオケ、
合唱、ちぎり絵、陶芸、文芸）です。

教養と知識、心と体の
健康を得ることのでき
る講座、それが中標津
しらかば学園です。新
しい仲間づくりやクラ
ブ活動で趣味を見つけ
てみませんか。
応募の手続き
◦入学案内、入学願書
文化会館窓口でお渡しします。来館が難しい場合
は、電話でご請求ください。
◦願書の受付期間および提出先
入学願書は４月５日㈭午後５時までに、文化会館
窓口へ。
◦入学者の決定と通知
４月中旬に各自へ通知します。

※問合せは、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。

◎中標津高等学校合唱部第25回定期演奏会

○釧路バレエ・アカデミー 中標津

恭子スタジオ スワンの会

と き／３月20日（火・祝） 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／300円 ※小学生以下無料
主 催／中標津高等学校合唱部

体験・見学してみませんか？（男女問わず）

と

き／３月13日㈫、17日㈯、20日（火・祝）
24日㈯、27日㈫
ところ／スポーツピア２階
◎申込み、詳細等については
池田☎090－9758－5831までご連絡ください。

○第17回小林麻紀門下生ピアノ発表会
と き／３月25日㈰ 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
主 催／小林麻紀ピアノ教室

入場
無料

○ヒップホップキッズ会員募集（24年度新規会員）

◎大石学ジャズピアノソロコンサート

対象者／小学１年生から６年生の女子（24年４月時）
申込み受付／３月14日㈬ 午後５時～６時30分
しるべっと第２研修室（２階）
例会／毎週水曜日
午後３時30分～４時30分（１・２年生）
午後４時30分～５時30分（３・４年生）
午後５時30分～６時30分（５・６年生）
※申込みは代理の方でも構いませんが、この日の
みの受付となりますのでご了承ください。
問合せ／新谷（あらや）☎090－9751－4950
E-mail smacks-rika@comet.ocn.ne.jp

と き／３月29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／2,500円
※未就学児童は保護者同一席に限り無料
主 催／音楽倶楽部

○元札幌交響楽団首席チェロ奏者

土田英順東日本大震災支援コンサート
と き／４月３日㈫
ところ／しるべっと コミュニティホール
※当日支援金を募ります。
主 催／音楽倶楽部

入場
無料

演劇「ヘルパーズ～あなたがいる風景～」

計根別

生涯学習情報

第４回 ケネカフォトギャラリー

実行委員募集!

公演日／平成24年６月24日㈰
出 演／中尾ミエ・松尾伴内 ほか
内 容／スタッフとして運営に参加
※興 味 の あ る 方 は 、 し る べ っ と （ ☎ ７ ３ －
１１３１）へ、お問い合わせください。なお、
第１回目の会議を３月下旬に予定しています。

交流センターで行われたイベントや教室の写真
を展示します。
と き／３月８日㈭～29日㈭
ところ／交流センター 多目的ホール
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
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○ボディメイクエクササイズ
と き／３月24日㈯ 午前11時～12時
ところ／しるべっと 第１研修室
受講料／2,000円
対 象／一般成人

ＲＩＫＡのダンス講座開催!
前回受講生の要望に応えて、ダンス、フィットネス
インストラクター、ボディーパーツモデルなどで活躍
するＲＩＫＡさんの講座が開講されます。

共通

○THE JAM free style dance １
と き／３月22日㈭・23日㈮
午後６時～７時15分
ところ／しるべっと 第１研修室
受講料／3,000円（１日のみ受講する場合は2,000円です）
対 象／小学５年生～一般成人

講 師／ＲＩＫＡ氏
持ち物／上靴、タオル、飲料水、動きやすい服装、
受講料
※ボディメイクエクササイズ受講生
上記＋ヨガマットorバスタオル
定 員／各コース20名
申込期間／３ 月６日㈫午前９時～15日㈭まで。先着
順となりますので、定員をこえた場合はお
断りする事もございます。お早めにお申し
込み下さい。
申込み／しるべっと（☎７３－１１３１へ）
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／チームＬＤＨ、ＳＭＡＣＫＳ、ジャズダン
スサークル中標津

○THE JAM free style dance ２
と き／３月22日㈭・23日㈮
午後７時30分～８時45分
ところ／しるべっと 第１研修室
受講料／3,000円（1日のみ受講する場合は2,000円です）
対 象／小学５年生～一般成人

えがお､ かがやけ!
中標津ひかり幼稚園 「楽しみな雪山あそび」
たりと冬の遊びを楽しんでいます。

３学期が始まりましたが、今年は例年になく雪が多

また、昨年に引続いて、中標津ポニー同好会（松本

く園庭も雪に覆われ、園児の外遊びが制限される日が
多くなりました。園児たちは、毎日窓から外を眺めて

とも子会長）様からご協

「外遊びがしたい」
「外に行きたい」との希望をのべま

力 を 頂 い て、２ 月 13 日
㈪に中標津第２ひかり

すが、こればかりはどうにもなりません。

幼 稚 園、２ 月 15 日 ㈬ に

そんな中、雪が落ち着いたころを見計らって、除雪
用のブルドーザーに園庭

中標津ひかり幼稚園で、

の平坦部の雪を集め、雪

園児たちに「馬そり」や「ポニー乗馬」を体験させてい

山を作ってもらいまし

ただきました。園児たちはポニーを間近に見て大喜び

た。園庭にできた雪山に

で、貴重な体験となりました。
冬期間は室内での遊びが多くなりがちですが、雪を

園児たちは大喜びです。

楽しむ元気いっぱいの子どもたちであってほしいと

これで外遊びの幅が広がりました。園児たちは、毎

願っています。

日雪の山によじ登ったり、小山からのソリすべりをし

編集後記

▼ 東日本大震災以降、各地で
大きな地震が続いています。

北海道東方沖地震から十五
年以上が経過しましたが、あ

の時の恐ろしさは二度と経験

したくないものです。

今年の冬は例年に比べて寒
い日が多かったように思いま

す。こんな時期にもし大地震

が来て電気が止まってしまっ

たらどうなるのか、想像した

だけで寒くなってしまいま

すが、おそれるばかりでは無

く、備えと訓練で安心を確保

（和田）

することが大切と思います。



ＹＡＭＡ先生のなかしべつ学
答え：運動公園のスケートリンクがオープン（平成15年12月）

（園長 浦富 進）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（３月６日～４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、３月５日㈪・19 日㈪、４月２
日㈪です。原則、第１・第３月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、３月５日㈪・12 日㈪・19 日㈪・
21 日㈬・26 日㈪、４月２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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学校の情報

学校・幼稚園だより

生涯学習情報

プロに学ぶ♪

