第27回

青空本の広場

今年も恒例の「青空本の広場」が開催されます。
町民・ボランティアの皆さんの協力によるイベン
ト・ステージが盛りだくさんです。
お子様はもちろん、大人の方も楽しめるステージ
もあります。ご家族、お友だちを誘ってぜひお越し
ください。お待ちしています！

と

き／８月26日㈰

午前10時～午後３時

ところ／しるべっと
バスターミナル側玄関前
（雨天時：しるべっと町民ホール・コミュニティホール）

●古本市

イベントスケジュール

 さまのご厚意で集まった小説・児童
皆
書・コミックなどを、定価の１割で販売
します。

10：00～ 開会式
12：30～ 陸上自衛隊北部方面音楽隊
第５音楽隊演奏

●遊びのコーナー

 きなしゃぼん玉・ストラックアウトな
大
ど、たくさんのゲームがあります。メン
コ・紙ヒコーキ大会も開催します！景品
があたるゲームもあるよ！

演奏曲目「ゴーバスターズ」
「スマイルプリキュア」ほか

13：30～ 青空おはなし会（おはなしの木）
図書館でもおなじみの、読み聞かせボランティ
ア「おはなしの木」によるおはなし会です。い
つもとは違うおはなし会が楽しめるかも？

●フリーマーケット

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

14：00～ 広陵中生徒会 寸劇「だるまちゃん」
 るまちゃんが絵本から飛び出した!
だ
だるまちゃんが欲しいものって？
ほかにもまだまだ、イベント盛りだくさん！
※当日時間、内容が変更になる場合があります。

ߤ߽ߊࠎ߇
ㆆ߮ߦ᧪ࠆࠃ㧋

フリーマーケット出店者募集中!
募集期間 ８月７日㈫～18日㈯
※募集数

 組（定員を超えた場合は職員による
９
責任抽選）
※出店料 500円（青空本の広場への協賛金として）
※申し込みは図書館カウンター、もしくは電話で
受け付けています。
※開館時間（10時～19時）内に申し込みください。

主
後
協

催／青空本の広場実行委員会
援／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
力／NHK釧路放送局 陸上自衛隊北部方面
音楽隊 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）
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ＮＰＯ法人として新たなスタート
平成 16 年４月に地域のお母さんたちの手に
よって、子育てコミニュケーションスペースる・
る・るをオープンして、今年で８年目。る・る・

る・る・る」として北海道より認証がおり、活動

るを利用する団体も、子育て支援ボランテイア

することになりました。

ホットハンドの「親子サロン」から始めて、清水

複雑なニーズに対応できるよう、各活動がそれ

母乳育児相談室、親子ふれあいあそび教室「あい

ぞれの個性を活かしながら主体的に動いていくた

あいサロン」、親子でイベントサークル「このゆび

めに、任意団体も統合し、新たなスタートをきる

とーまれ、
」たすけ愛託児サービス「ハートママ」、

ことになりました。

子どものアレルギーの勉強会「ポコアポコ」など

子どもを産む母を支える環境が整うことは、女

など、次々といろいろな会ができました。平成 21

性のみならず、子どもや家族、地域にとって大変

年には産前・産後のお母さんたちや赤ちゃんの身

有益なことと考えております。今までも沢山の

体サポートケアをする有資格者のグループ「ママ

方々にご支援いただき、心よりお礼申し上げま

ズケアそれいゆ」もできました。

す。これからも私たちは精進し、研修を重ねてま

利用者数も年々ふえて、昨年は 6,209 人。そん

家庭教育・子育て支援情報

ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

いります。どうか、みなさまのご理解とご協力の

ななかで、平成 23 年に内閣府よりご支援いただ

ほど、よろしくお願い申し上げます。

き、今年２月「ＮＰＯ法人子育てサポートネット



松實

とよ実

○相談内容

・いじめに関すること
・不登校に関すること
・反抗、異性関係に関すること
・学 習、学校生活、進路、障がいなどに関する
こと

期

間

会
主
共

場
催
催

８月１日㈬～ 13 日㈪
※１日は午後から見学可能
しるべっと 町民ホール
羅臼海上保安署
中標津町教育委員会

放送大学 第２学期
（10 月入学）の学生募集

○相談方法

 童生徒本人、保護者などを対象に、電話や面
児
談・メールなどにより専門相談員が応じます。

放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで
学べる通信制大学です。働きながら学んで大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。
ただいま平成 24 年第２学期の学生を募集して
います。くわしい資料を無料で送付しますのでお
気軽にお問合せください。
○授 業料（半年間） １科目 11,000 円（教材費
込み）
○出願期間は８月 31 日㈮まで
○資料請求（無料）
・お問合わせ先
放送大学北海道学習センター （☎ 011－736－6318）
放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp

場

所／中標津町東７条北３丁目３番地
（保健センターとなり）
相談時間／月 曜日～金曜日（祝祭日、年末年始
を除く）午前９時～午後４時
連 絡 先／☎ 72 － 1717 FAX 72 － 1707
※メールによる相談は、中標津町ホームページ
http://www.nakashibetsu.jp/ の「 各 課
ホームページ⇒教育委員会⇒教育相談セン
ター」を開いて、そこから送信してください。
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生涯学習情報

羅臼海上保安署 移動パネル展

教育相談センターは青少年の
教育に関わるご相談に応じます

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
丸山小学校 〜丸っ子農園活動を通して〜

丸山小学校は、昨年開校 30 周年を迎えました。子
どもたちと、保護者の方々と、地域の方々の協力を
得て、手作りの心温まる 30 周年記念行事を行うこ
とができました。その一つに丸っ子農園に関わる事
業がありました。
丸っ子農園は開校当時より丸山小学校の農園とし
て長い間地域の方の協力をいただきながら、子ども
たちの活動の場となってきました。現在では、子ど
もたち同士のつながりを深める縦割り班活動の大き
な柱として教育活動に位置づけられています。
縦割り班活動で、互いに仲良くなった子どもたち
は、６年生が１年生の手を引いて学校裏の林道を上
り、学校農園へ向かいます。そこでは、秋の収穫祭
に向けてジャガイモを育てます。高学年はほかの子
どもたちの仕事の分担を決めたり、低学年へジャガ
イモの植え方を教えたりします。春の種芋植えから
２度の草取り、そして収穫、最後は全校あげての収
穫祭となります。この春から秋にかけての活動の中
で子どもたちは異年齢の子どもたちと力を合わせる
こと、高学年の子どもたちは、リーダーとして班を
まとめる力をつけていきます。

この活動には、開校当時より農園の畑興しや種芋
の提供など地域の方々に並々ならぬご支援をいただ
いていました。現在では農協青年部のお兄さん、お
姉さんから芋の植え方、草抜きや土寄せなどの指導

をしていただいています。このように地域に支えら
れた活動の中で、子どもたちは、思いやりの気持ち、
感謝の気持ち、働くことの大切さなどを学んでいき
ます。このような活動を通し、今後も地域、家庭、学
校が一つとなって、明るく心豊かな子どもたちを育
てていきたいと思っています。

（教頭 山本 尋子）

学校公開日のご案内
学校名

日

時

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

西 竹 小 学 校
☎73－7247

８月17日㈮
13：35～14：20

夏休み作品発表会

保護者
および
地域住民

中標津東小学校
☎72－3314

８月23日㈭
８月24日㈮
10：45～11：40

夏休み体験発表会（１～３年）
夏休み体験発表会（４～６年）

保護者

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

８月24日㈮
９：35～10：20

夏休み作品発表会

保護者
および
地域住民

学校行事だより

受付方法

当日玄関
にて受付

○ 体育大会
・中学校
計根別………………………………９月２日㈰

〜各学校の修学旅行＆体育大会〜
○ 修学旅行
・小学校
計根別………………… ８月22日㈬～23日㈭
俵橋・武佐・開陽
俣落・西竹…………… ８月29日㈬～30日㈭

今月は８月６日から９月５日までの主な学校行事
をご紹介しました。「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 !
７月８日に行われた『第４回なかしべつ 330°開陽台マラソン』は
今大会も天候に恵まれ、出場者総勢 1,022 名を数え、運営スタッフ
約 500 名のご協力のもと、盛大に大会を終えることができました。
大会開催にあたり、町民の皆様からたくさんのご協力・ご声援を
いただき、ありがとうございました !

第４回なかしべつ330°開陽台マラソン 記録一覧
競技種目

２㎞

１位入賞者
佐藤

秀幸

  男子

40歳～59歳の部

野村

智幸

60歳以上の部

小西

健雄
志保

(21.0975㎞)   男子
  女子

５㎞

門（対象）

高校生～39歳の部

高校生以上の部

浅沼

  男子

高校生以上の部

富田

崇史

  男子

中学生の部

金橋

佳佑

  男子

小学4～6年生の部

中島

創

  女子

高校生以上の部

畔上

美栄

  女子

中学生の部

五十嵐有樺

  女子

小学4～6年生の部

畔上

  男子

小学4～6年生の部

野呂田騎旭

  男子

小学1～3年生の部

干川

遼魁

  女子

小学4～6年生の部

右代

優月

  女子

小学1～3年生の部

畔上

凜花

大沢

弥礼

大沢

奏翔

  ファミリーの部

夢花

夏休み中の体育施設の
利用について
スポーツの夏がきた♪
夏休みは、中標津体育館や温水プール、運動
公園などの体育施設で体を動かそう！

平成24年度 財団主催水泳教室
飛び込み教室

タイム

１：14：25
１：14：03
１：26：04
１：20：42
０：16：05
０：17：53
０：20：31
０：22：21
０：26：07
０：22：05
０：07：43
０：07：41
０：08：14
０：08：04
０：07：49

夏休み中の施設利用上の注意事項
・必ず準備運動をして、

けがには十分気をつけましょう。
・日射病や熱中症対策のために、水分補給はこまめに行
い、外では帽子をかぶりましょう。
・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。
小・中学生⇒午後５時 高校生⇒午後７時

水泳教室に参加しよう♪

３泳法水泳教室 ～クロールから、次のステップへ!～

～スタートの達人!～

「背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ」の中から選択、
各泳法の基本動作を身につけます。

飛び込みの基本動作を学び、自己の記録向上に役立てよう！
と

き

８月31日㈮～９月14日㈮
19：00～20：00 ※毎週金曜日〈全３回〉
小学生以上
※４泳法のいずれかで
25m以上の泳力を有する者

定

員

30人

中学生以下 1,300円
受講料 高校生以上 2,300円

（保険料含む）

申
締

込
切

８月21日㈫

対

象

会場はすべて温水プール

と

き

対

象

受講料

10月16日㈫～12月４日㈫
19：30～20：30 ※毎週火曜日〈全８回〉
高校生以上
※４泳法のいずれかで
15m以上の泳力を有する者

定

員

4,400円（保険料含む）

申
期

込 ８月31日㈮～
間  ９月30日㈰

20人

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し込みください。なお、休館日は受け付け
できませんのでご注意ください。
○電話・ＦＡＸでは受け付けできません。
お知らせ
○定員を超えた場合は主催者側にて抽選をいたします。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）。
教室に関わる問合先 中標津体育館 ☎ ７２‐２３１６
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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
マラソン

部
  男子

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

８月の展示
一般展示 『社会情勢からみる戦争』
★日 本の戦争は 67 年前に終わりました
が、今なお世界各地で戦火が止むこと
はありません。一体何がそうさせるの
でしょう？過去、そして現代の戦争の
背景を、図書館の本から探ってみま
しょう。

児童展示

『青少年のための200冊（小学生）』

★夏休みは、北海道青少年育成協会で毎
年制定される 200 冊の本にチャレン
ジしよう！豊かで強い心を育む本たち
がいっぱいです。読書感想文にもオス
スメですよ。

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

特 別 展 示
一般特別展示 『オリンピック』
★ガンバレニッポン！８月 12 日まで行われるロンドン
オリンピックを楽しく観戦するための本のほか、ス
ポーツの本も幅広く用意しました。

児童特別展示 『夏休みの工作・自由研究』
★工作や自由研究など、宿題のヒントになるような本を
展示しています。早めに宿題に取り組んで、楽しい夏
休みを過ごそう！

児童特別展示 『わくわく☆チャレンジ教室』
★７月 28・29 日の２日間、
「昔」をテーマにメンコを作っ
て遊んだよ！教室の様子を撮った写真と、昔のことを
知るための本をたくさん展示しています。

図書館百物語～怪の巻～

入場無料

閉館後の人気のない図書館で、怖い話にゾクッとしに来ませんか？
子ども向けのおはなし会、大人向けの怪談朗読会の二部構成になっ
ていますので、親子でのご参加をお待ちしております。また、子ど
も向けの夜の探検も開催します！（探検のみ雨天中止）

と き
ところ
主 催
協 力

８月７日㈫ 午後７時～７時30分
中標津町図書館
中標津町図書館、えくすぷりーど
おはなしの木

新 着 図 書 案 内
『空色メモリ』
 
越谷オサム／著（ＹＡ）
『大きな字ですぐわかるはじめての CD ／ DVD』


香山紀／著（一般） 『介助犬を育てる少女たち』
 
大塚敦子／著（ＹＡ）
『「働くパパ」の時間術』
 
栗田正行／著（一般） 『なんかヘンだを手紙で伝える』
 村中李衣／著（児童）
『ロンドンを旅する 60 章』
 
川成洋／著（一般） 『おおきなはてな』
 ヴォルフ・エァルブルッフ／著（児童）

高岡昌江／作（児童）
『イラストでわかる脳卒中』
 
下正宗／監修（一般） 『セミとわたしはおないどし』
小宮輝之／著（一般） 『うみのどうぶつとしょかんせん』
 菊池俊／作（児童）
『鳥の足形・足跡ハンドブック 原寸大』
『すみれ』 
青山七恵／著（一般） 『はなびド～ン』

カズコ・G・ストーン／作（児童）
『やりたいことは二度寝だけ』
 津村記久子／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

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

今年の最高気温は？
“節電の夏”である今年の最高気温はいつ、そして
何℃になるのか、ちょっと気になるところです。

夏期でも気温があまり上がらない中標津。とはい
え、さすがに 7 月下旬～ 8 月上旬あたりになると夏本
番となります。
気象庁で公開されている過去 30 年間の記録を見て
いくと、8 月は最高気温が記録された月の 5 割を占め
ており、そのうちの 7 割以上が 30℃超となっていま
す。
観測史上最も気温が高かったのは 2007 年 8 月 15
日に記録された 35.2℃。当町初の「猛暑日」というこ
とで、あの暑さを覚えている方も多いのではないで
しょうか。

過去5年間の最高気温
2007年８月15日  ＰＭ13：10  35.2℃[観測史上１位]
2008年８月 7日  ＰＭ14：50  29.5℃
2009年７月 9日  ＡＭ11：34  30.4℃
2010年６月26日  ＰＭ13：28  34.6℃[観測史上２位]
2011年８月11日  ＰＭ14：35  33.1℃[観測史上７位]

☞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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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2012in中標津

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18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
チケット
好評発売中
入場料／1,500円
※全席自由、税込み ※小学生以上チケット必要
出 演／荒川洋（フルート）、うえだよう（ピアノ）
共 演／中標津高等学校１年 関根大地（リコーダー）
（第33回全日本リコーダーコンテスト金賞受賞）

プレイガイド／しるべっと
主 催／㈶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
協 力／コンサートイマジン

うえだよう

荒川

洋

札幌劇場祭ＴＲＧ2011

大賞・オーディエンス賞Ｗ受賞作品

と き／９月11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／一般1,500円 中高生1,000円
チケット
※小学生以下無料
好評発売中
※全席自由、税込み、前売・当日共通
プレイガイド／しるべっと、中標津町交流センターほか
主 催／北海道、北海道舞台塾実行委員会、（公財）北海道文化財団
共 催／中標津町教育委員会、㈶中標津町文化スポーツ振興財団
後 援／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

シエナ・フォレスト ～木管五重奏～

中標津公演

あの「シエナ・ウインド・オーケストラ」の実力派木管楽器奏者５名に、
更にピアノが加わったスペシャルプログラム!
と き／９月13日㈭ 午後６時30分開場 午後７時開演
チケット
好評発売中
ところ／しるべっとホール
入場料／一般・高校生1,500円、小中学生500円
※全席自由、税込み、当日200円増し ※未就学児無料
プレイガイド／しるべっと ほか
主催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
後援／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、釧路地区吹奏楽連盟根室支部

山内 美奈 ピアノ・リサイタル

と き／８月26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／大 人3,000円、高校生以下2,500円、ペア券4,000円
※全席自由、税込み、当日500円増し、３歳以下無料
主 催／山内美奈ピアノ・リサイタル実行委員会
共 催／ＫＢＡ（北根室鍵盤楽器協会）、中標津音楽センター
助
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。

しるべっとにて
チケット
好評発売中

成／㈶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、
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。

「狼王ロボ」中標津公演

〈北海道優秀作品支援事業〉 劇団千年王国

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

ロビーコンサート

ゆかた着付け教室

料

入場無

と き／８月９日㈭ 午後７時～９時
受講料
無料
ところ／しるべっと 和室
講 師／北専和裁着付専門教室
鈴木栄子氏、小林せい子氏
持ち物／浴 衣 ま た は 着 物、帯 ( 半 巾 )、
腰ひも４本、タオル２本、帯板
※
「肌じゅばん、裾よけ」はお持
ちの方のみ
定 員／ 20 人 ( どなたでも参加可能です )
申込み／８ 月８日㈬までに、しるべっと ( ☎ 73
－ 1131) へ
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

今日は１日ロビコン三昧


～ロビーコンサート150回達成を記念して～

平成12年９月から始まったロビーコンサートもつ
いに150回を迎えました！それを記念して、今まで出
演して下さった皆さんに登場していただきます。
と き ８月18日㈯ 午前10時～午後４時
ところ しるべっと 町民ホール
〔出演〕 中標津しらかば学園ハーモニカ同好会、
生田流一千会北海道支部、中標津東小学校スクー
ルバンド部、広陵中学校音楽部、グリーンエコー、
しゃぼんだま、えくすぷりーど、クラリネット
キャンディーズ（順不同）
主

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

しるべっと学園

朗読・アナウンス講座

～すてきな声探しをしてみませんか～
と き／８月 28 日㈫・29 日㈬
午後７時～９時
ところ／しるべっと 第３研修室
受講料／ 1,000 円（全２回）
講 師／谷口紗代 氏（元ＮＨＫリポーター）
対 象／高校生以上
定 員／ 20 人程度
申込み／８ 月 21 日㈫までにしるべっと ( ☎
73 － 1131) へ
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

しるべっとまつり（文化バザー）出店者・実行委員募集
文化バザーをリニューアルした「しるべっとまつり」を
今年も開催いたします！さまざまな文化作品の創作体験や
販売を楽しめる企画となります。
現在、バザー出店者や運営に参加する実
行委員を募集しています。くわしくは、しる
べっとまで問い合わせください。
と
き：11 月３日 （ 祝・土 ）
午前 10 時～午後３時（予定）
と こ ろ：しるべっと全館
内
容：手作り文化作品の紹介・体験・販売（個人・団
体問いません）やステージショーを予定してい
ます。
募集締切：８月 24 日㈮
※販売参加の場合には、出店料が必要となります。
※出店数が多い場合には、抽選となる場合もあります
のでご了承ください。

○朗読ミニライブ開催 ！
と き／８月 29 日㈬ 午後５時 30 分開演
ところ／しるべっと 町民ホール
入場無料
出 演／谷口紗代氏ほか

2012“初秋”風とのハーモニー

入場無料

青空の下、ハーモニカとフォークダンスのコラボレーションをお楽しみください。

と き／９月２日㈰ 午前 11 時開演
ところ／しるべっと前広場
※雨天の場合はしるべっとコミュニティホール
みんなの

かわら版
○雨城書道教室社中展
と

出演者／中標津しらかば学園ハーモニカ同好会
主 催／風とのハーモニー実行委員会
㈶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。
※◎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。

◎第21回中標津カラオケ歌祭り

入場無料

き／８月30日㈭～９月２日㈰
初日は午後１時から 最終日は正午まで
ところ／しるべっと 町民ホール、展示室
主 催／雨城書道同好会

○東日本大震災記録パネル展

と

入場

き／９月２日㈰
【昼の部】午後１時開場

午後１時30分開演

【夜の部】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

と き／８月21日㈫～９月７日㈮
無料
ところ／しるべっと ギャラリー廊下
主 催／第64回北海道消防大会実行委員会
記録提供／（公財）北海道消防協会

入場料／300円（昼夜共通）
主
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催／中標津カラオケ協会

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

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

スポーツ体験クラブ事業

【スポーツ広場】

９月30日、根室市で開催され
る「第８回北方領土まで歩こう
会」に、アカデミーとして参加
を予定しています。くわしくは
本紙９月号でお知らせします。

□さわやか体験広場
と

き／８月８日・15日・22日・29日・９月５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

問合先

□ミニテニスをやってみる会
と

き／８月10日・17日・24日・31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

生涯学習情報

「民謡のつどい」

☆気持ちを一丸に ! みんなの交流センター☆

根室の民謡愛好者が一堂に集まり、たく
さんの曲目を演奏しますので、たっぷりと
お楽しみいただけます。
と

正午開場

午後０時30分開演

ところ／別海町中央公民館
出

入場無料

き／８月19日㈰

大集会室

演／根室管内の各市町より、地元民謡
団体が多数参加します。中標津町
からは中標津民謡会、唄と三弦の
会、三味線和周会、計根別民謡会
が出演します。

主

催／北海道文化団体協議会、根室管内
文化協会連絡協議会、別海町文化
連盟

老人クラブ会長の山本さん

主

色あざやかなマリーゴールド

管／根室管内「民謡のつどい」実行委員会

編集後記

▼ 先月行なわれた開陽台マ
ラソンで、たくさんのラン
ナーに中標津の大地をゴー
ル目指して走っていただき
ました。
運 営 ス タ ッ フ と し て 参
加しましたが、たくさんの
方々の協力により運営され
て お り、ま た、温 か い 沿 道
の応援が走る力になること
を改めて感じました。
自分もランニングを始め
て三年。各地の大会に参加
し、どの大会も個性があり
楽しいですが、走っていて
辛くなったときは、ボラン
ティアや沿道からの応援の
力を受けて、ゴールできる
感動を味わいたいと思いま
（ＫＡＺＵ）
す。 

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（８月６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６日㈪・20 日㈪、９月３
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６日㈪・13 日㈪・20 日㈪・
27 日㈪、９月３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

第25回 根室管内

計根別

計根別老人クラブ、計根別花壇クラブの総勢約
50 名の皆さんに、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。
念入りな草取りや植木の剪定、花壇や街路樹周
辺への花植えなど、敷地内は見事に整備され、職
員や利用者は気持ちよく施設で過ごす事が出来て
います。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。

スポーツ情報

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

