祝30周年! 計根別芸術文化祭
30周年記念事業

木のおもちゃパーク!
秋のふれあいフェスタ☆
と

き／11月24日㈯、25日㈰

午前９時～午後４時

ところ／中標津町交流センター
『木のプール』
『木のすべり台』
『木で出来たパズル』
『木の車』などなどお楽しみ盛りだくさん！
すべて木でできた遊具やおもちゃで、木のぬくもりに触れながら遊びましょう！
さらに！同時開催でさまざまなイベントもご用意していますので、お楽しみに！

今後の計根別芸術文化祭行事

◎すべて入場無料、会場は交流センターです。

芸能発表会
計根別のサークルを中心に、日ごろの練習の成果を発表しま
す！そして今回は第30回を記念して、全国大会で金賞を受賞し
たあの方を特別ゲストとしてステージへご招待！
と き／11月11日㈰ 午前10時～午後３時30分

総合展覧会
計根別で活動しているサークルや子どもたちが作った力作を多数
展示します！また、毎年好評をいただいております即売コーナーで
は、今年もさらに充実した品揃えでお待ちしております☆
と

き／11月16日㈮～20日㈫ 午前９時～午後９時
※19日㈪は休館日です。

お茶会
美味しいお茶を飲んでゆったりとしたひと時を楽しんでみませ
んか♪ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
と き／11月25日㈰ 午前10時30分～
※お茶が無くなり次第終了します。
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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】

と

午後１時30分～３時

ところ／中標津体育館

午後７時～８時30分

ところ／丸山小学校体育館

第16回 秋季ドッヂビー大会

※種目：ミニテニス

と き／11月23日（金・祝）
ところ／中標津体育館

□ミニテニスをやってみる会

対

き／11月９日・16日・30日
毎週金曜日

き／11月７日・14日・21日・28日
毎週水曜日

き／11月７日・14日・21日・28日
毎週水曜日

と



〒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

□ミニテニス楽しむ会

□さわやか体験広場
と

問合先

象／町内在住の小学生

参加料／2,000円（１チーム）

午後１時30分～３時

開催要項／町内の各小学校に配布するほか、体育館、し

ところ／中標津体育館

るべっと、運動公園でも配布しています。

カトリック幼稚園・計根別幼稚園… 12月２日㈰
※カトリック幼稚園はクリスマスお祝い会

〜各幼稚園の発表会〜
○ 発表会

今月は11月６日から12月５日までの主な学校行

ひかり幼稚園………………………… 11月11日㈰

事をご紹介しました。「学校行事だより」は随時

愛光幼稚園…………………………… 11月17日㈯

掲載します。

学校公開日のご案内
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

丸 山 小 学 校
☎73－4411

11月20日㈫
   22日㈭
13：25～14：10

授業参観
20日～１・２・３年生
22日～４・５・６年生

開 陽 小 学 校
☎74－2101

11月22日㈭
９：35～11：25

祖父母参観日

中標津東小学校
☎72－3314

12月４日㈫
   ５日㈬
   ６日㈭
13：40～14：25

学習参観日
４日～低学年
５日～高学年
６日～中学年

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

12月４日㈫
13：40～14：25

俣 落 小 学 校
☎73－7121

12月６日㈭
13：40～14：25

開 陽 小 学 校
☎74－2101

12月６日㈭
13：00～13：45

学習参観日
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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

学校の情報

第２ひかり幼稚園…………………… 11月18日㈰

学校行事だより

学校名

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

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
俵橋小学校 〜笑顔あふれる 俵っ子〜

開校 97 年を迎えた俵橋小学校は、全校児童 25 名

また、子どもたちの体力の向上と健やかな成長を

が元気いっぱい、仲良く笑顔で生活しています。保

目指して行う、年間を通した「体力づくり」の取り

護者以外の地域の方々も準会員としてＰＴＡ活動に

組みも全校児童一斉の活動です。子どもたちは毎

参加していただくなど、教育に対する関心が高く、

日、中休みになると、一輪車・ハンドスケボー・縄

本校では地域の方の協力を得ながら、豊かな自然環

跳び・全校マラソン等、さまざまなメニューに熱心

境と小規模校の特性を生かしたさまざまな活動を

に取り組みます。
全校児童と教職員が一体となって行う「わっはっ

行っています。
なかでも特徴的な取り組みは、全校児童が一体と

は集会」というゲーム集会も行っています。児童会

なって取り組むさまざまな異年齢集団活動です。毎

役員の高学年の子どもたちが企画・進行するなど

年、総合的な学習の時間と生活科の「ふるさと学習」

リーダーシップを発揮し、異年齢の子どもたちが一

の一環として全校縦割り班を活用した農園学習を

緒になって遊びます。こうした活動を通して、上の

行っています。各班とも６年生がリーダーとなり栽

学年の子が下の学年の子の面倒を見るという姿勢が

培活動の計画を立て、農園で野菜づくりを行い、秋

自然と身についていきます。

には全校での収穫祭を行います。今年は各班毎にそ

俵橋小学校では、複式小規模校ならではの特性を

れぞれ炒飯・グラタン・シチュー、そしてピーマン

生かした取り組みを行うとともに、確かな学力・豊

の肉詰めなど色々な料理を作り、みんなで美味しく

かな心・健やかな身体の育成を目指した教育活動を

食べました。

展開しています。

( 教頭

原田

淳)

本校では、清掃活動も異学年の子どもたちが協力
して行います。毎日清掃時間になると、廊下ではお
互いに声をかけながら一生懸命雑巾がけをする子ど
もたちの姿が見られます。小規模校ならではの光景
です。

校内実績発表大会・海外研修報告会のご案内

中標津高等養護学校
～平成24年度学校祭のお知らせ～

北海道中標津農業高等学校
と

料
入場無
き／11月28日㈬
午前９時30分～午後２時40分

ご観覧・ご来店をお待ちしています!
と

き／11月10日㈯
午前９時15分～学年ステージ発表
午後１時15分～即売会・ＰＴＡバザー
ところ／中標津高等養護学校

（東13条北７丁目☎72－6700）

（午 前：開会式、実績発表、午後：海外研
修報告、閉会式）

ところ／しるべっとホール

地域の産業である酪農や野菜・花卉の栽培、
地産地消を観点とした食品開発や販売活動な
ど、地域に根ざした本年度のプロジェクト学習
の成果を８つの専門研究班（酪農・園芸・農業
機械・農産加工・肉加工・乳加工・マネージメ
ント・農業科学基礎）が、それぞれ１発表から
２発表の合計 11 発表します。
併せてニュージーランド海外酪農研修等の成
果を発表します。
多くの方のご来場をお待ちしております。

☆即売会
【産
【木

業
工

科】湯のみ、皿類、花びんなど
科】イス、踏み台、額、ティッシュケース、ト
イレットペーパーストッカーなど
【クリーニング科】廃油を使ったリサイクル液体せっけん・固
形せっけん、エコクラフト、革製品など
【生活園芸科】シクラメン・ポインセチアなどの鉢花、寄
せ植え、ドライフラワー、野菜など
【生活家庭科】ぞうきん、エプロン、ビーズ製品、バッグなど
※各製品、数に限りがありますので、品切れについてはご
容赦ください。
※上履きをご用意ください。
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小学生スケート教室

体育施設ホームページ

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

はじめての子も、上手な子も、みんなでスケート♪

冬のスポーツと言えば、
「スケート」です。みんなで氷の上を滑る楽しさやむずかしさを体験して、
スイスイ滑れるようになろう！
スケート靴のひもを自分で結ぶ練習と、靴を履いて雪の上を歩く練習をしておきましょう♪
共通事項

☆はじめてのスケート

☆レベルアップスケート

時
対

間／午後１時30分～２時30分
象／小学１～６年生
は じめての子やスケート靴で氷
上を歩くのがやっとの子

主

時
対

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

問合先／中標津体育館

夏季スポーツ施設閉場及び冬季施設開場のお知らせ
今年度の夏季スポーツ施設は10月31日をもって閉場いた
しました。たくさんのご利用ありがとうございました。
なお、今後は冬季スポーツ施設オープンへ準備を進めて
いきます！
オープンの日程は確定次第、財団ホームページ・報道機
関を通してお知らせします。

冬季施設オープン予定日
【中標津町運動公園】
スピードスケート場、アイスホッケー場……12月中旬
【森林公園スキー練習場】……平成25年１月中旬

「アイスブレッツ」 新規団員募集中

中標津町温水プールより

整備休館のお知らせ
平成24年12月11日㈫～平成25年１月
６日㈰の期間は施設整備のため、休館と
なります。
再開は平成25年１月７日㈪午後２時
からとなります。
ご理解とご協力を、
お願いいたします。
問 合 先

中標津体育館
（☎７２－２３１６）

inなかしべつ

幼稚園児～中学生までの男女
※小学生低学年大歓迎。
※防具の貸し出しあります。

活動日程
8月～12月
12月～ 3月上旬
1月～ 2月

☎７２－２３１６

ノリノリフェスタ2012

中標津アイスホッケー少年団
募集対象

間／午後３時～４時
象／小学１・２年生

スケート靴を履いて氷上を
走れるまたは滑れる子

と

き／11月24日㈯

午後６時30分

ところ／中標津経済センター
講

参加者募集中♪
なかまっぷ２階

師／今井久美子（フィットネスコーディネー
ター）

月数回、釧路室内リンク
中標津ホッケーリンク
各種大会出場

内

容／各サークルのデモンストレーション発表
講師によるエアロビクス公開レッスン

チケット／2,000円（購入希望の方は実行委員会へ
問い合わせ）

申込先・問合先
中標津アイスホッケー少年団
走出（はしりで）
☎72－0478（自宅）

主

催／ノリノリフェスタ実行委員会

問合先／実行委員会
代表
4

川村恭子☎72－7558

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。

と
き／12月25日㈫・27日㈭【全２回】
申込期間／11月12日㈪～12月12日㈬
と こ ろ／中標津町運動公園アイスホッケー場 申 込 先／中標津体育館または運動公園管理棟の窓口
※所定の申込み用紙にご記入ください。
定
員／40名
※休館日は受け付けできません。
参 加 料／1,400円（保険料含）

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/

11月の展示

おはなし会

一般展示 『七五三』

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

★ 11 月 15 日は七五三です。この機会に、育
児や福祉について考えてみませんか？子
どもは社会の宝です。すべての子どもたち

※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。

に元気に育ってほしいですね。

児童展示

読み聞かせや手遊びで、
楽しい時間を過ごしませんか？

『「はたらく」って何だろう？』

読みたい本、探します！

★ 11 月 23 日は勤労感謝の日です。
「勤労」と
は「はたらく」こと。では、はたらくってど

読みたい本が中標津町図書館にない場合、ほか
の図書館から取り寄せて借りることができます
（相互貸借）
。
また、新刊のリクエストも受け付けていますの
で、カウンターまでお問い合わせください。

ういうことでしょう？仕事に関する本の
展示と、小学校の校長先生の１日を紹介し
ます。

新 着 図 書 案 内
『めぐみと私の 35 年』


横田早紀江／著（一般） 『光のない。』

『いますぐ使える常備菜の献立帖』


夏梅美智子／著（一般） 『フクシマ物語

『北海道あるある』

『すぐに使える手話パーフェクト辞典』

『ヒトはなぜ難産なのか』


エルフリーデ・イェリネク／著（一般）
幸四郎の村』

八木澤高明／著（ＹＡ）

岡田大／編（一般） 『人って、みな最初は石ころだもの』

志茂田景樹／著（ＹＡ）

米内山明宏／著（一般） 『現代語で読む野菊の墓』
奈良貴史／著（一般） 『おどろきの瞬間 !? 大図鑑』

『ほんとうは簡単！かけこみおだし塾』
 山脇りこ／著（一般） 『はじめての編み物
『女性のための将棋の教科書』

『あとは泣くだけ』

『三国志

第 11 巻』


伊藤左千夫／著（ＹＡ）
伊地知国夫／著（児童）

棒針編み』 寺西恵里子／著（児童）

上田初美／監修（一般） 『ママとあたしの通信簿』

結城乃香／著（児童）

加藤千恵／著（一般） 『大型絵本 ふゆのよるのおくりもの』 芭蕉みどり／作（児童）
宮城谷昌光／著（一般） 『こうもりぼうやとハロウィン』
 ダイアン・メイヤー／作（児童）

『さようなら、猫』


井上荒野／著（一般） 『ボクのかしこいパンツくん』

『終末処分』


野坂昭如／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

乙一／原作（児童）

郷土学習情報

␕␡␕ίစƹ
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武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

11月のできごと

昭和２年11月14日（85年前）
計根別移住者世話所が設置
（右側の看板は周辺の案内図）

昭和15年11月（72年前）
北海道拓殖銀行中標津出張所が開設
（町内で初めて設置された銀行）

昭和34年11月（53年前）
中標津市街の本通（現中央通）
の簡易舗装工事着工

昭和40年11月10日（47年前）
養老牛青年の家落成式
（昭和60年７月撮影）

☞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/

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

第25回

なかしべつ美術展

第10回

と き／11月28日㈬～12月２日㈰
ところ／標津町生涯学習センター 多目的ホール
内 容／管 内各市町の住民による、絵画、彫
刻、書道、写真、陶芸作品を展示しま
す。
主 催／根室管内文化協会連絡協議会
北海道文化団体協議会

と

き／11月15日㈭～18日㈰
入場無料
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと コミュニティホール・展示室
内 容／町 内美術愛好家の作品（絵画、水彩
画、ちぎり絵など）を一堂に集めた展
示会です。
主 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。

根室管内総合芸術展

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

ゴスペラーズ中標津公演

身障者用駐車場が整備されました

と

しるべっとではこのたび、大ホール側入口前の
身障者用駐車場を整備しました。身体の不自由な
はご遠慮ください。
また、バスターミナル側入口前は、原則車両進
入禁止となっております。事故防止のため、皆さ

※就学児から有料、
窓口でのカード払い不可

まのご理解をお願いします。

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。

◎合唱団ＮＢＳ創立30周年記念演奏会
と

き／11月10日㈯

○第22回根室管内リコーダーコンテスト
と

午後６時30分開演

き／11月23日（金・祝）

ところ／しるべっとホール

ところ／しるべっとホール

入場料／大人500円、高校生以下300円、

主

親子ペア700円
※親子ペアは前売券のみ

と

催／合唱団ＮＢＳ

き／11月11日㈰

主

午後２時30分開演

ところ／しるべっとホール
主

催／根室管内音楽教育研究会

き／11月24日㈯

催／小川ようこピアノ教室

入場
無料

午後１時30分開演

ところ／コミュニティホール

○第７回小川ようこピアノ教室発表会
と

正午開演

○根室地域ケア研究会講演会
「私の地域リハビリテーション」

※未就学児無料、当日100円増し
主

チケット
残りわずか!

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）

方に安心してご利用いただくため、健常者の駐車

みんなの

き／平成25年１月11日㈮
午後５時45分開場

催／根室地域ケア研究会

入場
無料

○第17回豊田好子門下生ピアノ発表会

入場
無料

と

き／11月25日㈰

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主

催／豊田好子ピアノ教室

入場
無料

○第50回中標津町小中学校音楽交流発表会
と

き／11月17日㈯

○第40回中標津町小中学校きらきら作品展

午前11時50分開演

と

ところ／しるべっとホール
主

催／中標津町教育研究会
中標津町教育委員会

ところ／しるべっと

○第20回ＫＢＡ演奏会コンクール
き／11月18日㈰

主

催／北根室鍵盤楽器協会（ＫＢＡ）

と

入場
無料

き／11月21日㈬

主

主

催／琴悠会・釧根支部

き／12月１日㈯

午後６時30分開演

催／中標津中学校吹奏楽部

入場
無料

◎ＰＴＮＡコンペティション入賞者記念コンサート
と

午前10時開始

ところ／コミュニティホール

町民ホール

催／中標津町教育研究会

ところ／しるべっとホール

○平成24年度
琴名流大正琴・琴悠会釧根支部交流会
と

午後４時まで

○中標津中学校吹奏楽部第38回定期演奏会

午前10時開演

ところ／しるべっとホール

午前９時から

12月４日㈫

入場
無料

主

と

き／11月27日㈫

き／12月２日㈰

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
入場料／800円

入場
無料

主
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※当日200円増し

催／全日本ピアノ指導者協会（ＰＴＮＡ）

「中標津のアイヌ語地名について」

町に住民票のない方は、お早めに連絡を！

中標津に残るアイヌ語地名を読み解くことで、
いにしえの風景が見えてくるかも知れません。
なお、本講座は「北海道教育の日」に合わせ
た本町の取組みの一環として開催します。

平成 25 年の成人式は
１月７日㈪、しるべっと
を会場に行われます。新
成人の対象となるのは、
平成４年４月２日から平
成５年４月１日までに生まれた方です。
学校や勤務先の関係で町に住民登録がない方も
成人式に出席することができます。出席を希望さ
れる方は、お早めに下記までご連絡ください。

参加無料
き／11月12日㈪
午後６時30分開場 午後７時開演
ところ／しるべっと 第２研修室
と

講

師／北道 邦彦 氏（釧路市在住）
主な著作「アイヌ語地名で旅する北海
道」
「アイヌの叙事詩」
対象・定員／高校生以上の方、40 名
◎参 加を希望される方は 11 月８日㈭
ま で に、社 会 教 育 係 ☎ 73 － 3111
（内線 277）へお申し込みください。
主 催／中標津町教育委員会

しるべっと学園
と

募集

成人式で「誓いのことば」
「町民憲章」
を読んでいただける、新成人の方（ともに男女１
名ずつ）を募集します。希望者は 11 月 30 日㈮ま
でに、下記連絡先へお電話ください。応募多数の
場合は抽選となりますので、あらかじめご了承願
います。

オカリーナ講座

連絡・問合先／社会教育係
☎ 73 － 3111（内線 277）

～優しい音色と暖かい響きを～

き／ 11 月 25 日㈰
①午前 10 時～ 12 時
②午後６時 30 分～８時 30 分
ところ／しるべっと 展示室
受講料／ 2,000 円（オカリーナ含む）
講 師／椎名春奈氏（札幌市在住）
対 象／小学生～一般成人
定 員／各 20 名
申し込み／①、②の時間帯からどちらか一方を選
択し 11 月 20 日㈫までにしるべっと
（☎ 73 － 1131）へお申込みください。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

放送大学 ４月入学生募集
放送大学はテレビなどの放送やインターネット
で授業を行う通信制の大学です。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の方が学んでいます。
ただいま平成 25 年４月入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）
○出願期間は平成 25 年２月 28 日まで
○資料請求（無料）
・問合先
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

○オカリーナミニコンサート開催！
と き／ 11 月 24 日㈯ 午後６時開演
ところ／しるべっと 展示室
入場
無料
出 演／椎名春奈氏

編集後記

▼ 日を追うごとに寒く
な り、季 節 は 秋 へ と 移
り 変 わ り ま し た。こ の
まま今年も気づかぬう
ちに冬になってしまう
のでしょうか。
季節の変わり目は体
調を崩してしまう方も
多 い と 思 わ れ ま す が、
防寒対策を整えて乗り
切りましょう。
さ て、道 路 に 雪 が 積
もる前に愛車でひとっ
走りいきますか。
（しょう）



各生涯学習施設休館日のお知らせ
（11 月６日～ 12 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、11 月５日㈪・19 日㈪、12 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、11 月５日㈪・12 日㈪・19 日㈪・26
日㈪・27 日㈫、12 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

平成25年成人式は１月７日開催

中標津町生涯学習研修講座

