今年度の芸術文化祭の日程が決定しました!
中標津の秋を代表するイベント・芸術文化祭が今年もしるべっとと交流センターを会場に
下記のとおり開催されます。
町内で活動している文化団体が一堂に会し、ステージ発表や展示部門など多種多様な内容
で皆さんをお待ちしています。

第65回中標津町芸術文化祭


第30回計根別芸術文化祭

◎会場はすべてしるべっとです。



○芸能発表会
と

◎会場はすべて交流センターです。

○見せます!フォークダンス

き／10月20日㈯～21日㈰
第１部（20日） 午後１時開演
第２部（21日） 午後１時30分開演

と

き／10月14日㈰

○将棋大会
と

き／10月28日㈰

午後１時～３時
午前10時～午後５時

○食の祭典! 計根別新そば祭り
と

き／11月４日㈰

午前11時～午後２時

○芸能発表会
と

○合同華展
と

○総合展覧会

き／10月20日㈯～21日㈰
午前９時30分～午後７時

○お茶会
と

き／10月21日㈰

会

期／前期：10月26日㈮～29日㈪
後期：11月８日㈭～11日㈰
午前９時～午後９時

○総合展覧会

会

午前10時～午後３時



と

き／11月24日㈯、25日㈰
午前９時～午後４時

○お茶会
と

き／11月３日（土・祝）
午前10時～午後３時
【問合先】しるべっと

期／11月16日㈮～20日㈫
午前９時～午後９時
※19日㈪は休館日

○木のおもちゃパーク! 秋のふれあい
フェスタ☆（計根別芸術文化祭30周年記念事業）

○しるべっとまつり
と

き／11月11日㈰
午前10時～午後３時30分

☎73－1131
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き／11月25日㈰
午前10時30分～午後３時
【問合先】交流センター

☎78－2270

以前読んだ本に書いてあった言葉「温度がな
い」。家庭の中で会話がない、笑顔がないことを
例えて書いていた。そうならないためにも、子ど

パパの子育て奮闘記 〜パパのひとりごとPart６〜

もと接する時、時には厳しく、でもその厳しさを

「ふぎゃー！、ふぎゃー！」と店で買い物して

ずるずる引きずらずに、気持ちを切り替える。明

いると聞こえてくる赤ちゃんの泣き声。思わず振

るく楽しい家庭にするには、普段からのコミュニ

り返り、自分の子の赤ちゃんの時を思い出し、懐

ケーションが大事だと思う。コミュニケーション

かしさと心地よい感じで微笑んでいる自分がい

をとっていないと、会話も何を話していいか、話

る。そんな自分の子が早くも娘が９歳で息子が４

題が浮かんでこない（実際会話に困ってしまった

歳。時が過ぎるのがとても早く感じ、また、娘も

ことがあった）。今からでも遅くはないので、基本

自分の事は自分で出来るようになってきている。

的な挨拶やありがとう、ごめんねからやり直そう

だが、最近気が付いたことがある。娘に対して、

と思う。

「宿題やりなさい」
「着替えなさい」
「ご飯食べなさ

先日、娘と映画を見に行った時のこと。３Ｄ映

い」
・・・命令しかしていない。学校で誰と何し

画を見たが、映像から飛び出してきたものに対し

て遊んでいるのか、楽しいのか楽しくないのか、

て、
「ぎゃー！」と叫んだり、避けたり、つかもう

先生と何の話しをしていたかなど何も知らない

としたり、娘のリアクションを見ていると、映画

（反省）
。毎日たいした会話もしていなかった罪悪

よりそっちのほうが面白かった。成長したとは言

感に子どもの寝顔に向かって謝っていた（ごめん

え、まだまだ無邪気な子ども。
「お姉ちゃんなんだ

ね！）
。忙しい、疲れている等は親の都合。子ども

から」と言うのはやめて、コミュニケーションを

にとってはいつも見ていて欲しいだろうし、話か

大事にしていこうと思うパパのひとりごとでし

けてほしいのだと思う。わかっていたはずが出来

た。

（子育て支援室

子育て支援係）

企業は今後、従業員に対する子育て環境の整備

中標津の６企業が合同締結式

北海道家庭教育サポート企業等制度

や、子どもたちへの職場見学・実習などに取組む予

北海道教育委員会が推進する北海道家庭教育サ

財団法人中標津町文化スポーツ振興財団、小針土

ポート企業等制度に、今年度はこれまでに町内から

建株式会社、株式会社尾藤電気、中標津カトリッ

６企業が賛同し、町内で協定を締結した企業は 30

ク幼稚園、中標津愛光幼稚園、中標津町自動車学

企業になりました。

校（順不同）

定です。今年度締結した企業はつぎのとおりです。

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】

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

□ミニテニスをやってみる会
と

き／10月12日・19日・26日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館

□さわやか体験広場
と

き／10月10日・17日・24日・31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

第６回「スポーツフェスティバル」

と き／10月20日㈯ 午前９時30分～12時
ところ／中標津体育館
内 容／・新体力テスト（小学生から高齢者まで）
①握力 ②上体おこし
③長座体前屈 ④反復横とび ほか
・ニュースポーツにアタック

□ミニテニス楽しむ会
と

き／10月10日・17日・24日
毎週水曜日 午前９時30分～11時
ところ／中標津体育館
※種目：ミニテニス

◎くわしくはポスターで案内します。当日参加も可。
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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

家庭教育・子育て支援情報

ていなかった自分に本当に反省している。

生涯学習情報

親子たこづくり たこあげ大会

第４回 チャリティウォーク

き／10月21日㈰ 午前11時開始
参加無料
※荒天時は11月３日（土・祝）に延期
ところ／中標津町運動公園
◎たこづくり教室は、午前９時から運動公園管
理棟で開催します。クレヨンなど持参ください。
対 象／幼児から大人まで。お子さん１人でも可。
定 員／200名
※定員に達した場合、参加をお断りする事がご
ざいます。予めご了承ください。
主 催／西部地区まちづくり協議会・たこあげ大会実行委員会
申し込み・問い合わせ
大会企画室 ☎72－4290
または☎080－6097－8613（野毛）まで

inゆめの森公園

第１回西部地区
と

学校の情報

学校公開日のご案内
学校名

日

開陽小学校
☎74－2101

時

10月11日㈭
13：00～13：45

と

き／10月８日（月・祝）
午前10時受付開始
ところ／道立ゆめの森公園
内 容／☆ チャリティウォーク（11：
00）園内2.5キロを歩きます。
参加費300円（缶バッジ付）
☆バザー＆竹馬・キャンドル作
り体験など（12：00開始）
主 催／なかしべつdeチャリティウォークの会
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
保護者
および
地域住民

授業参観

受付方法
当日玄関
にて受付

開 陽…………………………… 10月27日㈯
中標津・丸山…………………… 10月28日㈰
・小中学校
武 佐…………………………… 10月28日㈰

学校行事だより
〜各学校の学芸会･文化祭〜
○ 学芸会

○ 文化祭

・小学校
俣 落…………………………… 10月14日㈰
西 竹…………………………… 10月20日㈯
中標津東・俵橋・計根別……… 10月21日㈰

・中学校
中標津………………… 10月20日㈯・21日㈰
計根別…………………………… 10月28日㈰
広 陵………………… 10月28日㈰・29日㈪

今月は10月５日から11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。

郷土学習情報

␕␡␕ίစƹ

Vol.113
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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

先月号で紹介したとおり、千葉大学によって町内２か所で発掘調査が行われました。
今回は、その発掘調査の様子を紹介します。
①測量調査
遺跡を碁盤の目に区
切ります。

②発掘開始
表土を剥ぎ移植ごて
などで掘り進めます。

③遺構の調査
掘り進めると、昔の住
居址 ( 遺構 ) が現れます。

④記録
遺跡を撮影したり、図
面を作成したりします。

＊写真は、今年鱒川３遺跡で撮影したものです。
☞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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体育施設ホームページ

クロカン・ナカシベツ 2012

クロカン
特設コース発表！

と
き 10月８日（月・祝） 午前８時15分 開会式
と こ ろ 中標津町運動公園 特設クロスカントリーコース

②

正門

③

④

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

⑤
スタート・引継ぎ・ゴール地点

第36回なかしべつスイミングフェスティバル

くわしくは財団ホームページでご確
認ください。大会の情報はホーム
ページで随時更新していきます。

主
催 ㈶中標津町文化スポーツ振興財団
問い合わせ 中標津体育館 ☎７２－２３１６

締め切り／10月17日㈬
主
催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
主
管／中標津水泳協会
要項配布／中標津体育館・温水プール

と
き／11月３日（土・祝）
と こ ろ／中標津町温水プール
対

象／町内在住の方・町内の水泳サークルに
所属している方
種
目／リレー種目を除き、一人３種目までエ
ントリーできます。
申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し、温
水プール窓口にて申し込みください。
参 加 料／一人500円（保険料・プログラム代）
※申込時にお支払ください。

中標津スピードスケート少年団

その他

問い合わせ・申し込み
温水プール（☎72－7001）
受付時間
月～土 14：00～20：45
日・祝 10：00～11：45
13：00～16：45
※第１・第３月曜日をのぞく

新規団員募集!

募集対象／小学生～中学生の男女
活動期間／10月下旬～12月中旬（陸上トレーニング）
12月中旬～ ２ 月下旬（氷上トレーニング）
※シーズントレーニングのほか、学年によっては夏期
トレーニング、合宿等を行っています。
募集期間／10月10日㈬～25日㈭
中 標津体育館で配布している指定の申込用紙に記入
し、窓口へ申し込みください。
活 動 費／小学生低学年（１～３年生）13,000円
小学生高学年（４～６年生）15,000円
中学生
17,000円
☆募 集 期 間 終 了 後 の 申 し 込 み に つ い て は 中 標 津 体 育 館 （ ☎ 7 2 －
2316）へ問い合せください。
☆中 標津スケート協会ホームページからも募集要項の確認、ダウン
ロードが可能です。【http://n-speed.jp/index.html】
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温水プール利用時間
10月から 遊泳時間と開閉館時間
５月まで が変更になります。
☆月曜日から土曜日
区分
午後
夜間

遊泳時間
14：00～16：45
17：00～20：45
閉館時間は21：00

☆日曜日・祝日
区分
午前
午後

遊泳時間
10：00～11：45
13：00～16：45
閉館時間は17：00

☆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。
☆1 2月11日㈫から１月６日㈰の期間は、
施設設備清掃整備点検期間および年末年
始休館となります

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。

①

スケートリンク

大会本部
選手集合場所

①：連続する急なアップダウンコースです。
②・③：コースの合流ポイントになっています。接触
に注意。
④：橋があり道幅が狭くなっています。
⑤：「丸太ゾーン」コース上には不規則に丸太が置か
れています。

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/

読書週間「ホントノキズナ」

●わくわく☆チャレンジ教室
「手作り望遠鏡で星空観測しよう！」

10月27日㈯～11月９日㈮
図書館では、読書週間にさまざま
な催しを行います。
ぜひお立ち寄りください。

自分で作った望遠鏡で、星
を観察してみよう！

日にち／10月27日㈯ 午後６時～７時
場 所／しるべっと２階 視聴覚室
対 象／小学生
定 員／先着10名 ※定員になり次第終了
申込先／中標津町図書館 ☎73－1121
申込期間／10月５日㈮～20日㈯

●特別展示「名作の21世紀枠」
21世紀に入ってから話題になった本、文
学賞を受賞した作品などを紹介します

１冊10円!

●古本市

町民の皆さんの厚意で集まった本を、１冊10円で
販売します！
会
場／図書館（文化会館側 入口付近）
販売期間／図書館開館中（午前10時～午後７時）
主
催／青空本の広場実行委員会
◎販売収益は図書館への寄贈図書購入費用とします。

月 の展示
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参加無料

●ブックカバーを １人１回
かけませんか？ １冊まで
大切にしたい本やお気に入りの本
に、ブックカバー（透明なフィルム
カバー）をかけます。

一般展示 『読まれない名作フェア』
★面白い本が次々と出版される中、残念ながら読まれなくなっていく名作というもの
があります。秋の夜長にはそんな本を手にとって、懐かしい時代へと旅に出ません
か？

児童展示

『2012年宇宙の旅』

★空気が澄んでくる秋は、天体観測の絶好のチャンス。10 月はりゅう座流星群、オリ
オン座流星群と流星の観測も期待できます。図書館でばっちり調べて、観測に備え
ましょう！

新 着 図 書 案 内
『空中トライアングル』
草野たき／著（ＹＡ）
『儲かっているラーメン屋は朝８時に掃除する！』


氏家秀太／著（一般） 『世界のふしぎな虫 おもしろい虫』

今森光彦／著（児童）
『日ソ国交回復秘録』

松本俊一／著（一般） 
『さかなクンの水族館ガイド』


さかなクン／著（一般） 『手で笑おう』 アン・マリー・リンストローム／著（児童）

『初心者のアコーディオン基礎教本』
 片山真弥子／著（一般） 『願いがかなうふしぎな日記』
『お友だちからお願いします』

『虚像の道化師

ガリレオ７』


『私はホロコーストを見た

『ハンナの記憶』


三浦しをん／著（一般） 『トイレせんちょう』

本田有明／著（児童）
片平直樹／作（児童）

東野圭吾／著（一般） 『ぼくのママはうんてんし』 おおともやすお／作（児童）

『ともだちからともだちへ』

上・下』

アンソニー・フランス／作（児童）
ヤン・カルスキ／著（一般） 
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。
長江優子／著（ＹＡ） ※（ＹＡ）
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文化会館ホームページ

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

鑑賞者アンケートNo.1イベント!!

コンドルズ日本縦断大連勝ツアー2012

 北海道ダブルヘッダー
スペシャル 「GRANDSLAM」
と

き／11月15日㈭
午後６時30開場 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／一般3,000円 小中高生2,000円
※全席自由、税込み、当日各500円増し
コンドルズとは…
※未就学児の入場はご遠慮ください。
男性のみ学ラン姿でダンス、生演奏、人形劇、
映像、コントを展開するダンスカンパニー !!
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／㈶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、
チケット発売中!
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室、ＦＭはな

第35回文化講演会

舞の海「決してあきらめない」～小兵で立ち向かった相撲人生～
と

き／12月14日㈮
チケット発売中!
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1,000円、学生500円
※全席自由、税込み、当日500円増し
※未就学児の同伴・入場はご遠慮ください。
※当日は、１階席定員になり次第、２階席をご案
講師紹介
青森県生まれ。日本大学卒業後、高校教師
内致します。予めご了承ください。
に内定していたが、夢であった相撲取りへの
プレイガイド／しるべっと、中標津体育館、中標津町交流
道をかなえるため大相撲出羽海部屋に入門。
センター ほか
角界最小の身体ながら、切れ味の良いさまざ
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
まな技で国民的人気者になり、
「技のデパー
後 援／中標津町教育委員会、北海道新聞社中標津支局、
ト」の異名をとった。最高位は小結。引退ま
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室
でに技能賞を５回受賞。引退後は相撲解説を
はじめ、バラエティ番組やＣＭなど多方面で
協 賛／社団法人中標津青年会議所、中標津ロータリーク
活躍中。
ラブ、中標津ライオンズクラブ

ロビーコンサート
と

き／ 10 月 13 日㈯

ところ／しるべっと

町民ホール

①出 演／クラリネットキャンディーズ
時 間／午後２時～２時30分
プログラム／「ドラえもん」「クローバーファンタジー」ほか
主

第154回 ロビーコンサート
入場無料

②出 演／広陵中学校音楽部
時 間／午後２時30分～３時
プログラム／「４本のリコーダーのための組曲『序曲』」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

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。

※この事業は、公益財団法人北海道市町村振興協会（サマージャンボ宝くじの収益金）の助成を受けて
実施しています。

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

しるべっと学園

しるべっと学園

楽しいワイン講座

お疲れ女子のための

ビューティーヘルスケア教室

～ワインをより深く楽しむ～

女性が自分自身の身体に関心を
持って、健康的な体作りをしていく
ための教室です。専門職のスタッフ
があなたの健康づくりのお手伝いをします。毎回
スイーツ付きのティータイムがあります。

ワインの歴史や製法、産
地や銘柄などの学習から、
ワインを家庭でより深く楽
しむための知識まで、実際
に試飲をしながら楽しく学
んでいきます。

と

き／①11月10日㈯ ②18日㈰ ③24日㈯
午前10時～11時30分
ところ／しるべっと ①③美術室 ②和室
対象・定員／20～40代女性、20名
受講料／１回につき1,000円 ※託児料金は別途
内 容／
①「バランスボールでボディラインを美しく」
②「冷えると危ない! 女性のからだ」
「足と靴のおはなし」
③「女性ホルモンとプチ更年期」
「ホルモンバランスを整えるツボ療法」
申込方法／10月26日㈮までに、しるべっと（☎73
－1131）へ電話または窓口へ直接申し
込みください。
主 催／ママズケアそれいゆ、㈶中標津町文化ス
ポーツ振興財団

と

き／①11月９日㈮ ②16日㈮ ③22日㈭
④29日㈭ 午後７時～８時30分
ところ／しるべっと 実習室
講 師／山本 祐一 氏
（標津町川北：㈲山本商店代表取締役）
対 象／一般成人
定 員／30名程度（先着順）
受講料／2,000円（全４回分）
持ち物／筆記用具
申込方法／10月31日㈬ までに、しるべっと（☎73
－1131）へ電話または窓口へ直接申し
込みください。
※ワインの試飲をおこないますので、車の運転
はお控えください。

みんなの

かわら版
○第36回
と

※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。

中標津町老人作品展示会

○中標津音楽センター中標津
別海ピアノ科発表会

き／10月11日㈭～16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
主

展示室

催／中標津町老人クラブ連合会

と

入場
無料

き／10月27日㈯

主

主

催／中標津バレエ研究所

き／10月28日㈰

年生の男子
例

毎週木曜日

催／中標津高等学校吹奏楽部

毎週土曜日

主

毎週土曜日 午前10時30分～11時45分

午後12時55分開演

ところ／しるべっとホール
催／中標津町立広陵中学校

午前９時～10時45分

【小学１年生から６年生の男子】

○広陵中学校校内合唱コンクール
き／10月29日㈪

午後７時～８時20分

【年長から小学４年生の女子】

入場料／300円

と

会／【小学５年生から一般の女子】
毎週火曜日 午後６時30分～７時50分

午後６時開演

ところ／しるべっとホール
主

催／中標津音楽センター

入場
無料

対象者／年長から一般の女子、小学１年生から６

入場
無料

◎中標津高等学校吹奏楽部第35回定期演奏会
と

午後１時開演

○JAZZ DANCE RIO 新規会員募集

午後５時開演

ところ／しるべっとホール

き／11月４日㈰

ところ／しるべっとホール

○中標津バレエ研究所第６回発表会
と

体験しながら
学べる

会

入場
無料

費／3,500円（１カ月分）

問合せ／小林☎090－2052－7366
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第25回

なかしべつ美術展
作品募集中!

出品方法／「出品票」をしるべっと窓口でお渡しし
ています。郵送を希望される方にはお送
りいたします。
応募資格／町内に在住し、美術を愛好する高校生以
上の者。または町内の高校や美術団体に
所属している高校生以上の者（町外在住
も可）。
申込期限／10月29日㈪まで
会 期／11月15日㈭～18日㈰
午前９時～午後９時
※作品の搬入は11月13日㈫
午前９時～午後９時
会 場／しるべっと コミュニティホール・展示室
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

入場無料
と

き／10月12日㈮～16日㈫〔４日間〕
午前９時～午後９時
※15日㈪は休館日です。
ところ／しるべっと コミュニティホール
展示内容／町 内の書道愛好家から公募した作品
と、審査員の作品を多数展示します。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津書道公募展実行委員会
後 援／中標津町、中標津町教育委員会

の登録団体募集

「体育の日」施設を
無料開放します !

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 平成24年11月～平成25年２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）
〈市街地５校（中小・東小・丸小・中中・広中）を利用する場合〉
 定期的な使用を希望する団体を対象
としており、事前に登録が必要です。
・登録方法  希望団体は、10月12日㈮午後５時
までに、指定の登録申請書に必要事項
を記入のうえ、生涯学習課社会体育係
に申し込みをしてください。
・後期説明会  10月19日㈮午後７時より役場にて
説明会を行います。
問合先／社会体育係 ☎73-3111（内線277）
〈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
申し込みをしてください。利用申請書
は各学校にあります。その後、学校施
設係で許可を決定します。
問合先／学校施設係 ☎73-3111（内線267）

10月８日（月・祝）
「体育の日」はやっぱりスポーツ！
心も身体もリフレッシュしましょう！
毎年恒例、年に一回町営体育施設の個人使用料
が無料になる「体育の日」です！
この機会に、ふだん通っている方はもちろん、
足を運んだことのない方も、スポーツを始める
きっかけづくりにしてみませんか？
※混みあう場合は譲り合って使用してください。
※利用の際は必ず受け付けをしてください。
※各施設の利用上の注意事項を守って、楽しく使
用してください。
☆中標津体育館
無料に
設
☆中標津町武道館
なる施
☆中標津町温水プール
☆中標津町営テニスコート（夜間照明含む）
☆中標津町営ふれあいテニスコート
☆森林公園パークゴルフ場
☆正美公園パークゴルフ場（計根別）

編集後記

▼ こ の 夏、都 市 間 交 流
事業で中標津を訪れた
川崎市の子どもたち
に「 ゴ ミ は こ こ へ な げ
て く だ さ い 」と 説 明 し
た と こ ろ、何 人 か が ク
スクスと笑っていまし
た。
「なげる」の意味は
知っていたようです
が、北 海 道 方 言 を 聞 い
て喜んだのでしょう
か。
何か間違ったことで
も 言 っ た の か と、一 瞬
ドキッとしてしまいま
した。 
（和田）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（10 月６日～ 11 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、10 月 15 日㈪、11 月５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、10 月９日㈫・10 日㈬・15 日㈪・22
日㈪・29 日㈪、11 月５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

（後期）

学校開放

～日ごろから描いているあなたの力作を

美術展に出品してみませんか～

生涯学習・文化芸術情報

第28回中標津書道公募展

