と き

7.8

雨天決行

【SUN】

■開会式は７月７日㈯午後６時より、
中標津体育館にて実施

ところ

大会
内容

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

市街地から空港を抜け、ミルクロードを走り空と緑の大地を楽しみます。

２㎞・５㎞

町並みと声援に囲まれた中を子どもから大人まで楽しみます。

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８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。
小学生以下の参加者は、種目を問
わず保護者の引率が必要です。

たくさんの参加を
お待ちしています！

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２日㈪〜５月25日㈮

期日
必着

インターネット・携帯サイトを
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

http://www.zncs.or.jp/330.html
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してきたつもりだったが、娘への接し方が「お姉
ちゃんなんだから」になってきていた。
「このまま

パパの子育て奮闘記

だと娘がすねてしまうのでは？」と思い、久しぶ

〜パパのひとりごとPart5
〜

りに娘を抱っこしてみると、嬉しそうにぎゅっと
抱きついてきた。大きくなったと思っていたが、

いつからだろう。他人の子どもでも目が合うと
自然と笑顔になるのは。自分に子どもが出来る前

抱っこした時に「まだまだ子どもなんだ」と改め

は子どもと接することが苦手で、自分が子どもと

て感じ、すねてしまわないよう気を付けていこう

遊んだりすることがあまり想像出来なかった。妻

と思う。

が妊娠してお腹が大きくなるにつれ、子どもへの

テレビのニュースや新聞を読むと、幼い子等に

接し方の不安と、早く自分の子どもと会いたい気

対しての虐待が目に付く。幼い子等にとって頼っ

持ちが交差していた。しかし、娘が生まれてみる

ている親からの暴力は、心に壮絶な傷をもってし

と・・・
「可愛い！可愛すぎる！早く抱っこした

まうだろう。赤ちゃんは泣くことで何かを訴えて

い」
、今までの不安を忘れ、我が子を慣れない手つ

いるので、その何かを理解するのが親の務めなの

きで抱っこした時、
「やっと会えたね、一生自分が

に。事故や災害等に子どもが巻き込まれるニュー

この子を守る」と心に誓っていた。その後、息子

スを見るだけでやりきれない気持ちになるのに、

が生まれて二人ともすくすくと育っていて、あっ

虐待死って・・・。言葉にならない。

という間に娘は９歳、息子は３歳。毎日の時間の

子どもの喜ぶ姿を見たくて、おもちゃ等を買っ

流れがとても早く過ぎていく感じがするが、子ど

たりするが、子どもにとって一番嬉しいことは、

もたちと接する時間は大切にしていきたい。ふと

そばに居て気にかけてあげることだと思っている

気がつくと、娘はある程度のことは自分で出来る

ので、出来るだけ子どもと過ごす時間をつくって

ので、
「あれしなさい、これしなさい」と言うだけ

いきたいと思うパパのひとりごとでした。

で、どうしても息子の方に目がいってしまってい



児童館よりお知らせ

（子育て支援室

子育て支援係）

平成 24 年度チャイルドアドバイザー募集

自分の趣味や特技を持つ地域の方々を「チャ
イルドアドバイザー」として登録し、児童館お
よび子育て支援センターの事業において豊かな
第 31 回じどうかん祭り実行委員募集
町内にある全児童館が結集する「じどうかん 人間性と創造性を育む指導者として、次世代を
祭り」が、今年で 31 回目をむかえ、しるべっと 担う子どもたちの健全育成に寄与していただく
ことを目的とするものです。子どもたちに自分
で開催いたします。
今年も児童が生き生きと活躍する場として、 たちの経験や想いを伝えてみませんか？
平成 23 年度はボランティアの方に手芸、絵
今まで以上にお祭りを盛り上げていきたいと
思っていますので、ぜひ実行委員として参加し 手紙、バトン、フォークダンス、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
てみませんか？
ンルは問いませんが、チャイルドアドバイザー
「第 31 回じどうかん祭り」
と き／ 10 月７日㈰
の活動は、児童館で活動可能な範囲となりま
ところ／しるべっと
す。個人および団体でも登録はできますが、活
動は無報酬となります。
いずれも、募集締切りは４月 27 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

2

☎ ７３－３１１１（内線 224・230）

家庭教育・子育て支援情報

た。
「お姉ちゃんなんだから」とは言わないように

生涯学習情報

４月より教育委員会の組織機構が見直しされました
役場では平成 24 年４月から組織機構を一部見直しました。新年度、教育委員会は２課から
３課に増え、係の名称変更や移管はつぎのとおりです。
管理課（企画総務課から名称変更）
・総務係
・学校施設係（施設係から名称変更）
学校教育課（新設）
・学校教育係（生涯学習課から移管）
・学務係（企画総務課から移管）

生涯学習課
・社会教育係
・社会体育係（新設）
・学芸係
・生涯学習指導班
※図書業務係（指定管理業務に完全移行）

不審者情報などの
安全メールを配信しています

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。

登録（無料）を希望される方は
fushin@nakashibetsu.jp   あてに空メー
ル（題名、本文に何も書かずに）を送信して

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

ください。システムに送信者のアドレスが登

問合先／中標津地区ラジオ体操会
事務局（小玉）☎７２－３３９７

文に『不要』の二文字を入力し送信していた

録され、以後不審者情報が出ると情報配信さ
れます。配信メールが不要になった方は、本
だければ以後、配信は停止されます。

（前期）

学校の情報

〔問合先〕


学校開放 の利用団体募集

学校教育係

☎７３－３１１１

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13日㈮午後５時までに、所定
の用紙（教育委員会にあります）で教育委員会
にお申し込みください。
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。
〈上記５校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、学校教育課で許可を決定します。
問合先／社会体育係 ☎７３－３１１１

〜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６日㈮
開 陽……………………４月６日㈮

午前10時～
午前11時～

○小中学校
武 佐……………………４月６日㈮

午前10時～

○中学校
計根別……………………４月６日㈮ 午後１時～
広 陵……………………４月６日㈮

午後１時30分～
中標津……………………４月９日㈪

午後１時30分～
○高等学校
中標津……………………４月９日㈪

午後１時45分～
中標津農業…………… ４月10日㈫ 午前９時～
中標津高等養護……… ４月10日㈫ 午前10時～
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財団主催水泳教室

ホームページ

http://www.zncs.or.jp

スポーツ教室をきっかけに！水泳を始めよう !!

チビッコスポーツスクール

～可能性は無限大～

全４種目（水泳・基礎運動・スケート・長ぐつホッケー）を通じて運動の総合的な動きに主眼を置き、
発育段階に沿った基本動作の習得を目指す教室です。
対

象

2013年小学校入学予定者
選択

日

程
選択
選択

定

５月23日㈬～８月８日㈬

全12回

15：30～16：30

種目：スイミングⅡ

５月24日㈭～８月９日㈭

全12回

15：30～16：30

種目：基礎運動Ⅰ

８月30日㈭～９月13日㈭

全３回

15：30～16：30

種目：基礎運動Ⅱ

８月31日㈮～９月14日㈮

全３回

15：30～16：30

種目：スピードスケートⅠ

12月25日㈫・27日㈭

全2回

種目：スピードスケートⅡ

12月25日㈫・27日㈭

全2回

25年１月８日㈫・10日㈭

全２回

9：00～10：15

種目：長靴アイスホッケーⅡ

25年１月８日㈫・10日㈭

全２回

10：30～11：45

70名

受講料

締切り

7,000円（保険料含む）

初級クロール教室

～水泳を通じた健康づくり～

クロールの基本動作を中心とした教室。
健康づくり・運動不足な方におススメです！
対

象

一般（健康上特に問題のない方）

日

程

４月24日～６月12日 10：30～11：30
※毎週火曜日〈全8回〉

定

員

20名

締切り

4月17日㈫

受講料

4,400円（保険料含む）

備

受講者には２ヶ月間の無料遊泳券を発行します

夏季スポーツ施設

オープン予定日のお知らせ!
町営テニスコート
町営ふれあいテニスコート

５月12日㈯

申込方法
○体育館・温水プール窓口で、直接お申込みください。
○電話・FAX での申込みはできません。
お知らせ
○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）。
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時までにお問合わせください）
中標津町温水プール【丸山1丁目9番地☎７２－７００１】
（午後２時から午後５時までにお問合わせください…４月）
※温水プールは月によって開館時間がかわりますのでご注意ください。

※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

施設名

町営野球場

10：45～11：45

種目：長靴アイスホッケーⅠ

員

考

9：30～10：30

５月１日㈫
５月６日㈰

温水プールの開館時間が変わりました

施設名

オープン予定日

第１球技場・第２球技場

５月26日㈯

スピードスケート場広場

５月20日㈰

第１球場・第２球場

５月３日㈭

４・５月の遊泳時間

平成24年４月１日より温水プールの利用時
間、整備休館期間が下記のとおり変更になりま
したのでお知らせします。

区分
平日（月～土）

《開館時間》
４月、５月、10月～３月の平日（土曜日含む）
開館時間が『午後１時』から『午後２時』へ
変更となりました。
《整備休館》 整備休館期間を短縮しました。
変更前 12月１日～１月15日
変更後 12月11日～１月６日

※第１、第３月曜日を除く

21時閉館

日曜日・祝日

17時閉館

4

時

間

午後

14：00～17：00

夜間

17：00～20：45

午前

10：00～11：45

午後

13：00～16：45

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。

選択

種目：スイミングⅠ

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

こどもの読書週間「君と未来をつなぐ本」

４月の本展
一般本展 『見たい！行きたい！遊びたい！』
★新 年度は楽しいことも多いけれど、
新しく覚えることも多くて大変です
よね。そんな時は、図書館で気分転
換しましょう！楽しくあそべる情報
満載の本は、ゴールデンウィークの
予定を立てるのにぴったりです。

児童本展 『春をさがしにいこう！』
★暖かくなってきました！雪の下から
色んな植物が芽吹き、虫や動物が姿
を見せ始めています。あちこちで見
かける春を、図書館で調べてみませ
んか？

４月23日～５月12日はこどもの読書週間です。

★特別本展『君と未来をつないだ本』
中標津町で使われた国語の教科書の掲載作品を展示しま
す。今まで読んできた作品を、もう一度手に取ってみま
せんか？

１日司書体験

大好評の１日司書体験を、今年も開催！
カウンター作業のほか、調べ物のコツを伝授しますよ。
と

き／①４月28日㈯ ②５月12日㈯
９時45分～11時45分
対
象／小学校４～６年生 各４名
締 切 日／４月21日㈯
申 込 先／中標津町図書館 ☎７３－１１２１
※昨年度参加した方でも申込みできます。
※締切後職員による抽選の後、電話で連絡をします。

新 着 図 書案 内
『脳と心の整理術』

図書館の利用について

茂木健一郎／著（一般）

『花と緑と雑貨でつくるはじめてのベランダガーデン』


山元和実／監修（一般）
『パパの危機管理ハンドブック』


参加無料

安藤哲也／著（一般）

『走る前に読む！ランニングの取扱説明書』

青山剛／著（一般）
『荻窪 シェアハウス小助川』

小路幸也／著（一般）
『より良く死ぬ日のために』

井上治代／著（ＹＡ）
『クイズでひねるだじゃれ川柳』
 高村忠範／著（児童）
『ぼくは戦場カメラマン』

渡部陽一／著（児童）
『東北んめえもんのうた』

長谷川義史／作（児童）
『No,David!』
David Shannon ／作（児童）
※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

●本を借りる時は「利用者」カードが必要です
名前・住所の分かるものをお持ちの上、カウ
ンターで申込みください。
●マナーを守って利用しましょう
図書館は子どもから大人まで利用する施設で
す。思いやりの心を忘れずに。
●音の出るものは使用できません
携帯電話はマナーモードに設定し、通話は館
外でお願いします。
●住所などが変わった時は、お知らせください
大事な連絡ができない場合がありますので、
ご協力お願いします。
くわしくは中標津町図書館ホームページをご覧ください。

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

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

定例自然観察会のお誘い
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：主に毎月第４火曜日（４月24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
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24日、5月22日、6月19日、7月24日、8月21日、9月18日

☞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

ＮＨＫ「ラジオ深夜便のつどい」公開録音 観覧募集!!
と

き／５月19日㈯
午後１時開場 午後１時30分開演
と こ ろ／しるべっと
出
演／第１部「明日へのことば」講演会
講師：倍賞千恵子
〈司会〉中尾晃一郎アナウンサー（ＮＨＫ釧路放送局）
第２部「アンカーを囲むつどい」
アンカー：松本一路アナウンサー
柴田祐規子アナウンサー
申込方法／入場は無料ですが、入場整理券（１枚で２名様まで入場
可）が必要です。
往復はがきでお申込みください。
【締め切り】４月20日㈮必着（応募多数の場合は抽選）
※当選はお１人様１通とさせていただきます。
※抽選結果の発送は、４月26日㈭頃を予定しています。
※ご 応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連
絡のほか、番組やイベントのご案内、受信料のお
願いに使用させていただくことがあります。
放送予定／６月22日㈮（ラジオ第１・全国放送）
午後11時20分～翌午前５時
※午前１時からはＦＭでも放送します。
問 合 先／ＮＨＫ釧路放送局「ラジオ深夜便のつどい」係
☎０１５４－４４－４４００
主
催／中 標津町、中標津町教育委員会、財団法人中標津町
文化スポーツ振興財団、ＮＨＫ釧路放送局、ＮＨＫ
サービスセンター

往復ハガキ記入方法
＜往信用表面＞

＜返信用裏面＞

何も書かないで
下さい
（抽選結果が
印刷されます）

＜返信用表面＞

＜往信用裏面＞

住

郵便番号

所

お

返信

名
前
ほっしゃん。

郵便番号
住
所
名
前
電話番号

vol.２

ダイノジ

４月21日㈯ 午前９時 チケット発売!
プレイガイド／しるべっと窓口のみ
※チケット発売初日の購入枚数は、お一人様６枚まで。
電話予約／チ ケ ッ ト ぴ あ ☎０５７０－０２－９９９９（Pコード419-813）
※午前10時より
ローソンチケット ☎０５７０－０８４－００１（Ｌコード19437）
出演者予定／ほっしゃん。、ダイノジ、椿鬼奴、エハラマサヒロ、もう中学生、くまだまさし、市原
主 催／よしもとクリエイティブエージェンシー札幌支社 共 催／㈶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合せは、しるべっと（☎７３―１１３１）まで。

ＮＨＫ釧路放送局

往信

﹁ラジオ深夜便のつどい﹂係

0 8 5 86 6 0

ミ ル ク パ ワーライブ!
と き／６月10日㈰ 午後１時45分開場 午後２時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／１階指定席2,800円 ２階自由席2,300円
※当日各500円増し
※５歳以上有料。４歳以下ひざ上無料。
※出演者は予告なく変更する場合がございますが、払
い戻しはいたしません。予めご了承ください。

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

ミュージカル

親子観劇会

ヘルパーズ ～あなたがいる風景～
と

「チャハハ丸とヘヘヘ丸」

き／６月24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
出

演／中尾ミエ、松尾伴内、森川由加里

入場料／Ｓ席3,500円

Ａ席3,000円

ほか

４月20日㈮
!
チケット発売

Ｂ席2,500円

※全席指定、税込み、当日各500円増し
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

と

【４月20日㈮午前９時～チケット発売開始】

プレイガイド／しるべっとほか

き／６月10日㈰
午前10時15分開場

午前10時45分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／おやこ券1,000円（大人１名と子ども１名）
おとな券  700円
こども券  500円（小学生以上高校生以下）

主催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

※全席自由、税込み、当日各300円増し
※未就学児童は入場無料
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
㈶中標津町文化スポーツ振興財団

※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。

○パネルディスカッション

○第26回 阿部京子門下生ピアノ発表会
と き／４月29日㈰ 午後１時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場無料
主 催／阿部京子ピアノ教室

「原発事故から考える～子どもたちの未来のために

私たちは今なにをすべきか～」

と き／４月14日㈯ 午後２時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／根室管内民主教育をすすめる住民会議

入場
無料

○柳川押し花サークル花風間
例

○松隈真理門下生ピアノ発表会

会員募集

会／第１・３木曜日
午後６時30分～８時30分
※例会開始は５月より

と き／４月21日㈯ 午後２時30分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場無料
主 催／松隈真理ピアノ教室

会 費／月2,500円
連絡先／北村☎７２－９１３４

計根別生涯学習情報

交流センターの窓口にありますので、気軽に
職員まで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。新規の団体も随時募集してい
ますので、施設の空き状況や使用料金など交
流センター（☎７８－２２７０）までお問合
わせください。

計根別

生涯学習情報
交流センターでは、平成24年度団体登録
の受付を行っています。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
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問合先

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◇

〒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年度活動のようすから～

□ミニテニス楽しむ会（初心者・60歳以上）

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

と

き／４月11日・18日・25日
毎週水曜日 午前９時30分～11時
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６日・13日・27日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

シーズン券の
事前受付のお知らせ

カヌー体験教室

緑の少年団

なかしべつ冒険クラブ 団員募集!!

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。

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３㎝ よこ2.5㎝）
・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）
会
費／年 会 費 1 2 , 0 0 0 円 、 育 成 会 費 2 , 0 0 0
円、その他帽子・スカーフ代等がかか
ります。
締 切 り／電 話にて４月13日㈮までに申込みく
ださい。後日入団案内を送ります。第
１回目の活動は４月27日㈮を予定し
ています。
問合せ・申込み／緑の少年団 なかしべつ冒険クラブ事
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://www3.plala.or.jp/bouken_club/
boukenclub/index.htm

編集後記

▼ 新年度がはじまりました。
今季は雪が多くて寒かった
のですが、およそ半年にわた
る冬もいよいよ終了です。
あと一ヶ月ほどすれば地下
の 凍 結 も 融 け、山 菜 が 出 て、
渡り鳥がさえずり、木々が芽
吹きはじめます。
昨年度は震災や原発事故と
いったたいへんな出来事の連
続でしたし、このあたりでも
地震については油断ならざる
状況、というような話もよく
聞きます。
普段の備えを怠らず、春を
満喫したいものです。
（ＹＡＭＡ）



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 16 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、４月９日㈪・16 日㈪・23 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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生涯学習情報

町パークゴルフ場

かんじきまつり

