川崎市で小学生が交流!

第20回友好自治体交流会参加報告

神奈川県川崎市の友好都市である長野県富士見
町と中標津町の子どもたちが参加する「友好自治
体交流会」が、今年も７月31日から８月３日まで
川崎市で開催されました。
この事業は子どもたちがお互いの地域の文化や
産業を理解し、友好を深めることを目的に実施さ
れており、今年は町内から10名の子どもたち（小
学５～６年生）が参加しました。
猛暑にも負けず、子どもたちは元気いっぱい
で、川崎市や富士見町の子ともすぐに打ち解け、
楽しく過ごしていました。

参加した児童の感想

りん



中標津東小学校 ５年 杉島
凜
ぼくがこの「友好自治体交流会」に参加しようと思ったのは、川崎市のたくさんの人と交流して
仲良くなりたかったのと、行ったことのない所に行くのは楽しそうだと思ったからです。実際に
行ってみると、本当に楽しかったし学ぶことも多くて、とても良い思い出が出来ました。
まずは、宿泊した「青少年の家」での生活が思い出に残っています。ここでは川崎市の人たちと同
じ部屋になり、友情を深められました。さらに、キャンプファイヤーや交流研修などを行い、同じ班
以外の人ともふれあえました。
次に思い出に残っているのは「よみうりランド」です。
「よみうりランド」では、たくさんのアト
ラクションがあり楽しかったです。中でもぼくが一番おすすめするのは、ジェットコースターです。
理由は、走る途中で真横にかたむいたり、一気に下がるところが「落ちて死んでしまいそう」と思う
ぐらいスリル満点だったからです。
最後は工場見学です。見学先は「味の素」の川崎工場と「ペットリファインテクノロジー」という
工場でした。
「味の素」の工場では、工場の様子をビデオで観たり、実際に目で見ることもできまし
た。ぼくは「ほんだし」が箱づめしているところを見て、
「作業が速いなぁ」と思いました。それから、
ふつうのみそを溶かしたお湯を飲んだ後、
「味の素」をかけて飲んだらどんな味になるか、というこ
とをやってみましたが、
「味の素」をかけるだけでとてもおいしくなったのでびっくりしました。
ペットリファインテクノロジーでは、ゴミのリサイクルのされ方や、ゴミの種類についてなど、
たくさんのことを学びました。ペットボトルは水洗いして、つぶさずに捨てないとちゃんとリサイ
クルされないんだということを学んだので、家でもしっかりやろうと思いました。
その他にもたくさんの楽しいことがありました。ぼくは今まで、道外に出たことがなかったので、
この「友好自治体交流会」に参加して、良い経験ができたと思います。また、川崎市のことだけでな
く、事前の勉強会で中標津町のことも勉強して、改めて自分の住んでいる町について知ることがで
きました。来年も参加して良い思い出を作りたいです。
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テーマ『絆でつなごう

じどうかん祭り

なかしべつ
～人を大切に！ものを大切に！～』 ふれあいフェスティバル

今年も赤ちゃんから子どもたち、そして大人まで地域全体で楽しんでいただけるイベント「じどう
かん祭り」を開催します。チャイルドアドバイザーや保護者・地域ボランティアの協力を得ながら、
盛大に開催しているじどうかん祭り、家族ぐるみでお楽しみください。

【じどうかん祭り】（雨天決行）
と き
ところ
対 象
内 容

◎たべものやさん食券先行販売のお知らせ
カレーライス・焼きそば・
【メニュー】
コロッケ・白玉だんご
販売期間 ９月３日㈪～12日㈬
※当日券若干
販売場所 各児童館

10月７日㈰ 午前9時30分～午後3時
中標津町総合文化会館「しるべっと」
幼児・小学生・学生・地域住民
★オープニングステージ（大ホール）
★大道芸ステージ（外広場） ★だがしや ★お店やさん
★なつかしのゲームコーナー ★たべものやさん ★おばけやしき
★なつかしの館 ★工作体験 ★人権啓発コーナー
★義援金コーナー ★つくって遊ぼう ★爬虫類・両生類展など
☆牛乳消費拡大推進コーナー（無料）

【前夜祭（子育て講演会）】
と き
ところ
講 演

10月６日㈯ 午後6時30分 開場 午後7時 開演
しるべっと コミュニティホール
入場
「子どもの生き抜くチカラ
無料
～被災地から見えてきたもの～」
講 師 阿南 健太郎 氏（財団法人児童健全育成推進財団）
対 象 高校生以上
申込み 不 要。ただし、託児を希望の方は、26日までに
事務局へ申込みしてください。
主
催 第31回中標津町じどうかん祭り実行委員会
共
催 中標津町・中標津町教育委員会・根室人権擁護委員協議会
問い合わせ 事務局【中標津町子育て支援室】 ☎73-3111（内線230）

中標津文芸 第28号 作品募集中
募集内容／俳 句・川柳（５句以上 10 句以内）、短歌（５首
以上 10 首以内）、自分史・随筆（各 10 枚以内）、
詩（２編以内）、創作・ドキュメント（各 70 枚
以内）。
応募用紙／ 400 字詰（Ｂ４判）原稿用紙を使用してください。
※パソコン、ワープロデータでも応募可能です。
※ワード使用の方は、１ページを 26 字× 22 行
に設定してください。
応募資格／町内および根室管内在住者、または在住してい
たことのある高校生以上の方。
応募締切／平成 24 年９月末日まで
発刊予定／平成 24 年 12 月中旬
○応募・問合せはしるべっと（☎ 73 － 1131）まで。
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総合体育館建設費として
町への寄付に感謝します
仮称総合体育館建設基金が設立さ
れてから、複数の団体および個人の
方より総合体育館の建設費として
指定寄附をいただいております。こ
れまでの寄附総額は 12,482,300 円
です。ご寄附いただきました皆さま
に、心より感謝申し上げます。
平成 24 年１月から８月に、ご寄
附いただいた方々をご紹介します。
○中標津水泳協会 様
○中標津スイミングクラブ
○匿名（個人） 様

様

生涯学習情報

第31回 中標津町

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
計根別幼稚園 〜ぼくたちは、将来ピカピカ輝く原石です〜

《 園の紹介をします 》
唯一の町立幼稚園として開園 33 年目を迎え、現
在 35 名の園児が６名の教職員に見守られ楽しく園
生活を過ごしています。のどかな酪農地区に囲ま
れ、正美公園の近くに位置している恵まれた自然環
境、小学校が隣接し農業高校もある幼小中高の一貫
性のある教育環境にも恵まれています。そして地域
の教育力にも恵まれ、園児は感性豊かな心と逞しい
体を培っています。
《 人との関わる力を大切にしています 》
小学生の運動会・文化祭で頑張る姿に刺激をも
らったり、中学生の職場体験・保育学習で楽しく触
れ合います。農高生と一緒に芋掘りをしたり、老人
クラブの皆さんと野菜の苗植えをして、秋には感謝
の心で招待する収穫祭など地域のさまざまな人と触
れ合う中で、親しみをもって人と関わり会話を楽し
んでいます。
《 逞しい体力を大切にしています 》
園庭にある滑り台、鉄棒、ネットジャングル、ブ
ランコなどの遊具を使ったり木登りをして、よじ登
る力、握る力や踏ん張る力など総合的な運動能力が

身についています。正美公園につながる「ふきのこみ
ち」の急な坂道を上り下りして足腰を鍛えています。
《 学力の素になる力を大切にしています 》
①積み木など「遊び」の中で、考えたり工夫する
場面を多く取り入れ、より良いものを創り出す知恵
を働かせています。②野菜やオタマジャクシを育て
る中で成長の変化に興味と関心を持ち、不思議さや
面白さを感じて目を丸くしています。③「読み聞か
せ」の中で、集中力や理解力をつけたり、絵本から
勇気・喜び・優しさなどの気持ちを心で感じ取って
います。④自分の気持ちや思いを友だちに伝えるた
めに言葉を大事に使っています。
よく遊び、よく考え、よく人と触れ合い、自分の
住む地域が大好きになる子になるために日々大きく
育っています。
( 園長 臼井 茂 )

老人クラブと野菜の苗植え

学校公開日のご案内
学校名

日

農高生との芋掘り

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。

時

内

容

参加対象

受付方法

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

授業参観

中標津小学校
☎72－2565

９月11日㈫・12日㈬・
13日㈭
13：30～14：15

中標津中学校
☎72－2626

９月14日㈮
13：25～14：15

授業参観

計根別中学校
☎78－2052

９月14日㈮
13：15～15：00

授業公開日

広陵中学校
☎73－3161
俵橋小学校
☎73－3869

９月25日㈫
13：35～14：25
10月４日㈭
13：40～14：25

授業参観

11日～中学年
12日～高学年
13日～低学年・あおぞら

学校行事だより

○ 体育大会
・高

校
中標津農業……………………… ９月20日㈭
中標津………………… ９月24日㈪・25日㈫

〜各学校の運動会・体育大会・修学旅行〜
○ 運動会
・幼稚園
愛 光…………………………… ９月15日㈯
ひかり・計根別………………… ９月16日㈰
第２ひかり……………………… ９月22日㈯

○ 修学旅行
・中学校
広 陵………………… ９月12日㈬～15日㈯

今月は９月６日から10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

クロカン・ナカシベツ 2012
運動公園の自然を利用した

起伏のあるコースが最大の特徴！

種

目
部
小学生低学年

(総距離10㎞)

男子の部／女子の部

2.5㎞×5名
(総距離12.5㎞)

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可能です。
※ミ ックス以外で男女混合出場の場合は全て男子
の部とします。

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

問 合 先

なかしべつ健康づくり 2012 ～まち企業体力測定会～
と
き 10 月１日㈪ 午後７時～９時
と こ ろ 中標津体育館
対
象 町内の企業に勤めている 18 歳以上の方
※医 師から運動を禁じられている
方、疾病や妊娠している方などの
参加は認められませんので、ご注
意ください。
種
目 立 幅とび、上体起こし、腕立伏、時
間往復走、５分間走
※５種目全ての総合判定を行います。

参 加 料

１企業

中標津体育館

運動不足解消の
きっかけづくりにおススメです！

2,000円～4,000円

参加料は参加人数によって異なりま
すのでご注意ください。
※「15名まで：2,000円」
※「16名～30名：3,000円」
※「31名以上：4,000円」
締め切り

９月23日㈰

問 合 先

中標津体育館（☎72－2316）

第36回 中標津町ソフトテニス大会

第44回 中標津バレーボール大会

と
き ９月 30 日㈰
参加者募集!
と こ ろ 中標津町営テニスコート
対
象 町
 内在住または町内のチームに所属
の中学生以上の男女
種
目 ダブルス
①一般男子
②高校生男子
③中学生男子 ④一般女子
⑤高校生女子 ⑥中学生女子
参 加 料 中学生ペア：300 円
高校生以上ペア：600 円
締め切り ９月20日㈭
主
管 中標津ソフトテニス協会

と
き
と こ ろ
対
象
種

目

参 加 料
締め切り
そ の 他
主

管

10月７日㈰
参加者募集!
中標津体育館
町内の中学生チーム・管内のチーム
に所属する高校生以上の男女
６人制競技・トーナメント
①男子の部（ネットの高さ２ｍ40㎝）
②女子の部（ネットの高さ２ｍ20㎝）
③混合の部（ネットの高さ２ｍ20㎝）
１チーム3,000円
９月26日㈬
学 生による単独チームは必ず20歳
以上の方を責任者とする。
１チーム14名以内の登録とする。
中標津町バレーボール協会

くわしくは中標津体育館で配布している開催要項でご確認ください。
問い合わせ・申込先 中標津体育館（丸山１丁目５番地 ☎ 72―2316）
各事業・大会締切日までに参加料を添えて窓口へ申し込みください（午前９時から午後９時まで）。
※休館日は受け付けできません。
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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。

※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。

距離

申込方法 中
 標津町営体育施設窓口で申込用紙を
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込みください。
締め切り ９月24日㈪
そ の 他 く
 わしくは開催要項、財団ホームペー
ジでご確認ください。

門

ミックス（小学生低学年３名・一般２名）

2㎞×5名

10月８日 （月･祝）
中標津町運動公園
特設クロスカントリーコース
対
象 道内の小学生から一般
参 加 料 １チーム1,000円（申し込みの際にお
支払ください）
※補欠選手１名追加につき、200円の
追加料がかかります。

催

いよいよクロカンの季節！
坂道、丸太ゾーン…
難しいコースをクリアしよう!!

距離

と
き
と こ ろ

主

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/

9月の展示

おはなし会

読み聞かせや
手遊びで、
楽しい時間を
過ごしませんか？

一般展示 『チーム地球 ～動物愛護週間～』
★イヌもネコもウシもウマも、同じ地球に住
む仲間！９月 20 日～ 26 日は動物愛護週
間です。それに合わせ図書館では、思わず
抱きしめたくなるような動物たちが出てく
る本を集めました！

児童展示

と

き：毎週水曜日 10：30～11：00
毎週土曜日 14：00～14：30
ところ：図書館おはなしコーナー
対 象：幼児・小学生
※第１・３・５水曜日は
読み聞かせボランティ
ア「おはなしの木」が
おはなし会を担当して
います。

『芸術の秋を楽しもう』

★食 欲の秋、読書の秋…でも今年は、図書館
で芸術の秋を満喫しませんか？絵や工作の
作り方、美術の作品集などを紹介します。

新 着 図 書 案 内
『100 歳からの幸福論』

『英国王のスピーチ』


橋本武／著（一般） 『星のかけらを採りにいく』

矢野創／著（ＹＡ）

マーク・ローグ／著（一般） 『ぼくらの秘密結社』

宗田理／著（ＹＡ）

『女性のいない世界』
マーラ・ヴィンステンドール／著（一般） 『東京★オブ★ザ★キャット』

森晶麿／著（ＹＡ）

『身近で観察するコウモリの世界』 大沢夕志／著（児童）
『カラダの不調を改善！ツボ＆リンパマッサージ』


山田光利／監修（一般） 『ホッキョクグマの赤ちゃんを育てる！』


中西弘樹／著
（児童）
『古代エジプトの数学問題集を解いてみる』



三浦伸夫／著（一般） 『100 回目のお引っ越し』

後藤みわこ／著（児童）

『具材２つで！おいしい餃子』


重信初江／著（一般） 『アーヤと魔女』 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／著（児童）

『超える力』


室伏広治／著（一般） 『さがしています』

『定義集』


アーサー・ビナード／作（児童）

大江健三郎／著（一般） 『スミス先生と海のぼうけん』

マイケル・ガーランド／作（児童）
川端裕人／著（一般） 

『雲の王』


『サラダ好きのライオン 村上ラヂオ３』
 村上春樹／著（一般） 『おじいさんのはやぶさ』
『烏に単は似合わない』


間瀬なおかた／作（児童）

：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。
阿部智里／著（一般） ※（ＹＡ）
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武佐岳

中標津町教育委員会

千葉大学発掘調査

学芸員

村田

一貴

８月 30 日から９月 14 日までの 16 日間、昨年に続き千葉大学による遺跡の発掘調査
が町内２カ所で行われています。
みなさんも知っているように遺跡はふだん土に埋もれています。それなら掘り起こし
て土器や石器発見したほうがいいと思うかもしれません。しかし、遺跡を掘るというこ
とは、破壊行為でもあるのです。なぜなら掘ってしまうと、遺跡は同じ状況に戻せない
からです。つまり、大学や研究機関が“調査・研究のために掘る”という明確な動機がな
ければ発掘することは許されないのです。また、遺跡が公共事業などにより壊されると
いうことがありますが、この場合は自治体が発掘調査を行い、遺跡の状態を記録して、
後世へ調査・研究に使える資料として残さなければなりません。
ですから、遺跡とはやみくもに誰もが発掘してよいというものではありませんし、発
掘する者は、正確に調査して記録しなければならない宿命を負って行っているのです。 昨年の発掘調査のようす
☞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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文化会館ホームページ

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

小さなお子さまから大人の方まで楽しめる２大イベント！

シエナ・フォレスト
～木管五重奏～


〈北海道優秀作品支援事業〉

劇団千年王国「狼王ロボ」中標津公演

中標津公演

クラシック曲はもちろん、スタジオジブリ・
メドレーなどポピュラーな楽曲も組み込んだス
ペシャルプログラム！

「シートン動物記」の中でも最高傑作の『狼王
ロボ』が舞台化！狼と人間の知恵比べ !!

チケット
好評発売中

以下は
小学生 す!
無料で

と
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
チケット
入場料／一 般1,500円
好評発売中
中高生1,000円
※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

○プ ログラムの最後には、「星条旗よ永遠な
れ」をお客様と一緒に演奏します。参加希望
の方は楽器を持参してください。
※持込み可能な楽器に限ります。
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

ゴスペラーズ坂ツアー 2012～2013

と

“FOR FIVE”

き／平成25年１月11日㈮
午後５時45分開場 午後６時30分開演
ところ／しるべっとホール
入場料／6,000円（全席指定、税込み）
※就学児から有料、窓口でのカード払い不可
主 催／FM NORTH WAVE、㈶中標津町文化スポーツ振興財団
特別協力／HTB北海道テレビ
プレイガイド／
①中標津公演特別先行販売 【９月８日㈯ 午前９時～】
※しるべっと窓口のみ
※全席座席の指定はできません。先着順による販売と
なります。
※予定枚数に達した時点で特別先行販売の受付を終了
します。
※一度に購入できる枚数はお一人様４枚まで。
※電話予約はありません。
②一般販売 【10 月６日㈯ 午前９時～】
※先行販売で予定枚数に達した場合でも、一般発売を予
定しています。
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③電話予約、web購入
【10月６日㈯ 午前10時～】
※配送サービス有り（有料）
・チケットぴあ
☎０５７０－０２－９９９９
Ｐコード１７２－３７７
・ローソンチケット
☎０５７０－０８４－００１
Ｌコード１１６１３
・イープラス（webサイトのみ）
http://eplus.jp

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。

き／９月13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
入場料／一般・高校生1,500円
小中学生500円
未就学児無料
※全席自由、税込み、当日200円増し
プレイガイド／しるべっと ほか

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

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。

ロビーコンサート
第 152 回 ロビーコンサート

～歌謡曲をあなたへ～

と き／９月29日㈯ 午後２時開演
出 演／ＴＥＡＭ－ＳＡＸ
プログラム／「ハナミズキ」「未来予想図Ⅱ」ほか

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

みんなの

かわら版

※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。

○（公社）日本詩吟学院岳風会認可東・北海道
岳風会中標津支部第32回吟道大会

○第35回根室管内吹奏楽祭
と

と き／９月９日㈰ 午後１時開演
ところ／コミュニティホール
主 催／（公社）日本詩吟学院岳風会認可東・北海
道岳風会所属中標津支部
入場
無料

○第14回絵画サークル
WaterColors作品展
き／９月11日㈫～17日（月・祝）

主

と
入場
無料

主

入場
無料

き／９月25日㈫

午前10時開演

催／中標津町老人クラブ連合会

入場
無料

◎演歌！夢のヒットパレード
と

き／９月29日㈯

午後０時30分開演

ところ／しるべっとホール

き／９月12日㈬～19日㈬

入場料／4,500円

初日は午後２時から。最終日は午後３時まで。

ところ／町民ホール
主 催／根室管内発明工夫教育研究会

出

演／笹みどり、一節太郎ほか

主

催／㈲オカダ・プランニング

◎第６回なまらウマイ！
中標津夢見新そばまつり

入場

無料
と き／９月15日㈯ 午後５時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／ＰＩＡＣＥＲＥ（ピアチェーレ）

と

き／９月30日㈰

ところ／しるべっと

午前10時～午後２時
コミュニティホールほか

チケット／もりそば・かしわそば

○第７回五十嵐千智ピアノ教室発表会 入場

各500円

※当日100円増し

と き／９月16日㈰ 午後１時30分開演 無料
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／五十嵐千智ピアノ教室
と き／９月17日（月・祝） 正午開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／舩水千春

催／釧路地区吹奏楽連盟根室支部

ところ／しるべっとホール

○根室管内発明工夫展

○中標津ピアノ・ドリマトーン発表会

午後１時開演

○第34回中標津町老人親睦芸能発表会

初日は午後３時から。最終日は午後１時まで。

○第13回伊藤直子ピアノ教室発表会

き／９月22日（土・祝）

ところ／しるべっとホール

ところ／しるべっと 展示室
主 催／絵画サークルWaterColors
と

◎会場はしるべっと町民ホール

Popular Song

と き／９月８日㈯ 午後２時開演
出 演／エコーズ
プログラム／「いぬ・ねこのブルース」ほか

と

入場
無料
第 153 回 ロビーコンサート

「動物たちのうた」

主

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。

主

催／中標津手打ちそばささ藪学校

○藤井美智子門下生ピアノ発表会

入場
無料

と

き／９月30日㈰

午後２時開演

ところ／しるべっとホール
主
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催／ＰＩＡＣＥＲＥ（ピアチェーレ）

入場
無料

交流センターホームページ

【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
□さわやか体験広場
き／９月12日・19日・26日・10月３日
毎週水曜日 午後７時～８時30分

き／９月25日・10月２日・９日・16日・23日
【全５回】 毎週火曜日 午後１時～３時30分
ところ／交流センター 会議室
講 師／鈴木 恵理 氏
定 員／10名程度
締 切／９月17日㈪

き／９月７日・14日・21日・28日
毎週金曜日 午後１時30分～３時

○やさしい陶芸教室（作品作り・作品鑑賞会）

〔作品作り〕
と き／10月４日㈭・５日㈮・11日㈭・12日㈮・18日㈭
午後７時～９時30分
ところ／老人福祉センター
〔作品鑑賞会〕
と き 10月25日㈭ 午後７時～９時30分
ところ 交流センター

ところ／中標津体育館

問合先



予告

講
定
締

〒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

お問い合わせ・申し込みは交流センター
（☎78－2270）へ。

講談師・神田山陽講演会
き／９月21日㈮

午後７時開始

ところ／寿宴ウエディングホール
演

題／「明日への講談」

主

催／中標津高等学校ＰＴＡ

師／前田 肇 氏
員／20名程度
切／９月17日㈪

※どちらの教室も材料費がかかります。
くわしくはお問い合わせください。

中標津高等学校ＰＴＡ講演会

と

交流センターでは、９月
から２つの教室を開始しま
す。講師の方が親切丁寧に
教えてくれるので初心者の
方も安心して参加できます。
と

□ミニテニスをやってみる会

第６回「スポーツフェスティバル」
と き／10月20日㈯
ところ／中標津体育館
内 容／新体力テスト、軽スポーツ

生涯学習情報

○トールペインティング教室

ところ／丸山小学校体育館
※種目：ミニテニス

と

計根別

参加者
大募集!

【スポーツ広場】
と

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

９月の温水プール利用時間
午前
午後
夜間

入場
無料

問合先／事務局〔名越・林〕☎72－2059まで。

遊泳時間

10:00～11:45
13:00～16:45
16:55～20:45

☆午後9時に閉館します。
☆小中学生は午後５時以降、高校生は午後７時
以降については保護者の監督がなければ遊泳
できません。

編集後記

▼ 四年に一度の夏季オリン
ピックがロンドンで開催さ
れました。
ロンドン開催は、史上最
多の三回目で二○四の国・
地域から選手が出場し、全
世界の平和の祭典として繰
り広げられました。
出場した選手の皆さん多
くの感動をありがとうござ
いました。
ま た、四 年 後 に 向 け ス
タートすることだと思いま
す。
一方では、テロと戦争が
行われており、とても悲し
い現実があります。
争いごとがない地球を望
みます。 
（まつ）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（９月６日～ 10 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、９月 18 日㈫、10 月１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、９月 10 日㈪・18 日㈫・19 日㈬・
24 日㈪・25 日㈫、10 月１日㈪です。原則、毎週月曜日
が休館日ですが、祝日の場合は翌日、翌々日となります。
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生涯学習情報

㈶中標津町文化スポーツ振興財団

