スケート＆ホッケーリンク、まもなくオープン♪
現在、各リンクのオープンに向けて準備を進めているところです
が、運動公園スピードスケート場・アイスホッケー場のオープンを前
に、施設を安全に利用していただくため、皆さんに知っておいていた
だきたいことを、お知らせします。

シーズン到来！
いよいよ冬のスポーツ
元気にスポーツ♪
雪が降っても屋外施設で

○リンクのオープンについて

オープン予定は12月中旬。例年２月下旬まで利用が可能です。
オープンの正式決定は、報道機関を通じてお知らせします。
利用時間
午前９時～午後９時
※年末年始（12月30日～１月５日）は午後４時まで。
使用上の注意
・専用使用がある場合は、一般利用に制限が設けられます。
また、アイスホッケーなどの道具は、専用使用時のみ使用可能です。
・リンクコンディション不良の場合は、補修や整氷作業のため、利用の一時中止や閉場をする場合があります。
・施設の放送や係員の指示のもと安全利用にご協力ください。
・スケート靴・帽子・手袋は、利用者ご自身で準備してください。また、小さなお子様も滑走しますので、
帽子・手袋は大人や上級者も必ず着用してください。

○リンク使用前の受付について

利用前に必ず管理棟窓口での受け付け
を、お願いします。また、高校生以上の
方は利用料がかかりますので、受付時に
お支払いください。

利用券種類（高校生以上）
１回券（100円）
回数券（６回分500円）
シーズン券（1,500円）

○用具貸し出しもあります!

子ども用ヘルメット・肘＆膝の
サポーターを貸し出ししています
ので、お気軽に窓口へお申し出く
ださい。

☆利用について不明な点、リンクコンディションの確認などは下記に問合わせください。

運動公園管理棟☎72－8003

森林公園スキー練習場

中標津体育館☎72－2316

（１月下旬オープン予定）

スキー

スノーボード

そり

午前９時～日没

○

○

○

日没～午後９時

月・水・金
土・日

火・木

夜間照明は午後６時点灯

夜間の使用は安全のため開放日を守って使用して
ください。

注

意

×

夜間は使用できません。
スロープに向かって右側を使用し
てください。

・スロープ(斜面)を登るときは両端を登りましょう。
・ジャンプ台などの設置はしないでください。
・ロープトーはスキー協会、スキー少年団が設置管理している専用施設ですので、一般の
方は使用できません。
・ゴムチューブの使用は禁止しています。

※専用使用の場合は使用日の前日までに、
教育委員会または体育館へ申し込みをし、許可を受けてください。

1

ＮＰＯ法人 子育てサポートネットる・る・るより

母乳育児のための、プレママ教室開催中 !!
「プレママ」とは、もうすぐお母さんになる妊
娠中の女性をいいます。おがわ母乳育児相談室で
は、今年度から妊娠後期の女性を対象に、母乳育
児のみに内容を絞った教室を開いています。
母乳は赤ちゃんが生まれるとすぐに出てくるも
の、飲めるもの・・・と思っている方が多いので
すが、実際は数日をかけて分泌が始まるもので、
赤ちゃんとお母さんがお互いの授乳のタイミング
を掴めるまでには、ある程度の練習が必要です。
決して難しいものではありませんが、そうした母
乳分泌のしくみと産後の乳房の変化、授乳方法を
あらかじめ学んでおくことで、焦りや不安を減ら
すことができるでしょう。人形を用いて授乳姿勢

今年度の開催予定
日時 平成 25 年２月４日㈪ 午前 10 時～正午
場所 子育てコミュニケーションスペースる・る・る
◎参加費が掛かります。くわしくは、お問い合
わせください。
申し込み・問合先 ☎ 73 － 3259

おがわ母乳育児相談室 小川 幾子

学校行事だより

○中学校
中標津…………………………… 12／22～１／14
広 陵…………………………… 12／22～１／15
計根別…………………………… 12／22～１／16

〜各学校の冬休み〜
○小学校
俵 橋・計根別
……………… 12／22～１／16
西 竹・丸 山
俣 落…………………………… 12／22～１／15
中標津・中標津東・開 陽…… 12／26～１／17

○高 校
中標津農業……………………… 12／22～１／14
中標津・中標津高等養護……… 12／22～１／15

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

開陽小学校
☎74－2101

12月６日㈭
13：00～13：45

中標津小学校
☎72－2565

12月７日㈮
10：20～12：05

俵橋小学校
☎73－3869

12月７日㈮
８：30～12：15

西竹小学校
☎73－7247

12月７日㈮
11：15～11：55
12：50～13：35

学習参観日

武佐小中学校
☎74－2004

12月７日㈮
13：05～14：40

参観日（小・中）生活科・
総合的な学習の時間発表会

計根別中学校
☎78－2052

12月７日㈮
13：15～15：00

授業公開日

計根別小学校
☎78－2062

12月９日㈰
10：40～11：25

学習参観日

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

学習参観日

公開研究会
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学校の情報

○小中学校
武 佐…………………………… 12／22～１／16

家庭教育・子育て支援情報

やくわえさせ方の要点を話し、実際に練習をして
みます。ほかにも下着の選び方、授乳中の食事、
家族の役割について話し合ったり、どうしても人
工乳が必要なときの足し方・減らし方についてお
話しします。たっぷり２時間、母乳育児に関する
ことばかりの内容です。
教室では一人ひとりの授乳練習に目が行き届く
ように、また気がねなく質問したり意見交換でき
るように、少人数で行なっていますので予約が必
要です。ご家族の参加も可能です。

生涯学習情報

【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！

□ミニテニス楽しむ会

【スポーツ広場】

と

□さわやか体験広場

き／12月12日・19日
毎週水曜日

と

き／12月12日・19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

午前９時30分～11時

ところ／中標津体育館
問い合せ

□ミニテニスをやってみる会
と

き／12月７日・14日・21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

子ども下の句カルタ
練習会の参加者募集中

ƫǓǕ

小中学生を対象とした練習会が11月から始ま
り、来年３月まで行われます。途中からの参加も
受け付けています。
と き 毎週火・木曜日
午後６時30分～８時30分
ところ 東児童会館（東８条南３丁目）
対 象 町内の小中学生
指 導 中標津町少年少女下の句カルタ普及会の
みなさん
主 催 中標津町全町内会連合会子供育成部
申し込み・問合先
社会教育係 ☎73－3111（内線277）

○1 2月からゲート開閉時間が午前８時～午後６
時になりました。
○ビジターセンター開館時間は、午前９時～午後
５時です。
○年末は12月29日㈯まで開園し、１月は６日㈰
から開園します。
※最新情報は下記ホームページ・ゆめの森公園
日記をご覧ください。
くわしい問合せは、

管理事務所（☎72－0471）へ。
道立ゆめの森公園ホームページ
http://www11.ocn.ne.jp/~yumemori/
ゆめの森公園日記
http://yumemori.jugem.jp/

少年の主張 中標津町大会
～今、中学生は何を求め、考えているのか～
町内各中学校代表の生徒９人が、日常生活で体験
したことを通して、感動したことや疑問に思うこ
と、将来の希望などを町民の皆さんの前で発表しま
す。子どもたちの主張を直接聞いてみませんか？
たくさんの方のご来場を、お待ちしています。

優良読書グループ北海道表彰に
読み聞かせサークルおはなしの木
北海道読書推進運動協議
会が実施する平成24年度
優良読書グループ表彰で、
町内の読み聞かせサークル
おはなしの木（長谷川武子
代表）が北海道表彰に選ばれ、このたび役場で小谷
木教育長から表紙状が伝達されました。
同サークルは平成６年の発足以来、図書館や学
校・保育園での読み聞かせを行ない、また地域イベ
ントへも積極的に協力するなど、読書活動の推進と
地域の文化向上への貢献していることから表彰に選
ばれました。

と き／12月18日㈫ 午前10時～12時 入場
ところ／しるべっとコミュニティホール
無料
主 催／中標津町教育委員会
後 援／中標津町小中学校校長会・㈳中標津青年会
議所・中標津町全町内会連合会・中標津町
ＰＴＡ連合会・北海道新聞社中標津支局・
釧路新聞社中標津支社・㈲総合企画
問い合わせ／学校教育課学校教育係

☎73－3111（内線272）
3

小学生スケート教室

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

締め切り 教室に参加して友だちに差をつけよう♪
間近！
☆はじめてのスケート

共通事項

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

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

☆レベルアップスケート
時
対

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

問合先／中標津体育館

☎72－2316

第36回中標津町スピードスケート大会
と き／平成25年２月３日㈰
ところ／運動公園スピードスケート場
対 象／幼児～一般
☆町内在住または勤務先が町内の方。
参加料／400円 ☆申込時にお支払ください。
種 目／複数種目にエントリー可能
【幼児：オープン100m、オープン300m】
【小学生以上:500m、1000m、1500m、3000m】
【リレー競技:2000mR（600m／400m／400m／600m）】

参加者募集中!

申込期間／12月17日㈪～平成25年１月23日㈬
くわしくは開催要項でご確認ください。
申込先／運動公園管理棟窓口
☎72－8003（午前９時～午後９時）
※悪 天候による施設閉場の場合は受け付
けできません。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津スケート協会
問合先／中標津体育館 ☎72－2316

冬季限定のスポーツに取り組もう♪

中標津スピードスケート少年団

団員募集中!

募集対象／小学校低学年
※１週間程度の仮入団もＯＫ（仮入団の場合は
保険手続きが行われないため、事故は個人の
責任となります。）
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）
活動場所／運動公園スピードスケート場
申 込 先／中標津体育館窓口
問 合 先／しるべっと【蟻戸（ありと）】 ☎73－1131

中標津スキースポーツ少年団

団員募集!

募集対象／小学１年生～中学生まで
（滑れなくてもＯＫ）
活動期間／１月中旬～３月初旬（予定）
毎週月・水・金曜日（予定）
午後７時～８時30分
活動場所／森林公園スキー練習場
年 会 費／8,000円
申 込 先／中標津体育館窓口
問 合 先／中標津町役場【石毛（いしげ）】
☎73－3111（教育委員会）

長靴アイスホッケー・アイスホッケーをやってみませんか？
道具は無料で貸し出します。チームワークに自信のある職場仲間や町内会、友人同士で、冬しかでき
ない長靴アイスホッケーをやってみませんか？
また、アイスホッケー（道具の貸し出しはありません）に興味がある方も募集しています。
各種大会も開催しますので、気軽にお問い合わせください！

問合先／図書館【金曽（かねそ）】☎73－1121

中標津町温水プールより整備休館のお知らせ
先月号でもお知らせしたとおり、平成24年12月11日 ※再開後の利用時間（１月～５月）は以下のとおりです。
☆日曜日・祝日
㈫～平成25年１月６日㈰の期間は施設整備のため、休 ☆月曜日から土曜日
区分
遊泳時間
区分
遊泳時間
館となります。
午前
10：00～11：45
午後
14：00～16：45
再開は１月７日㈪午後２時からとなります。ご理解と
午後 13：00～16：45
夜間 17：00～20：45
ご協力を、お願いいたします。
閉館時間は17：00
閉館時間は21：00
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。

と き／12月25日㈫・27日㈭【全２回】
ところ／運動公園アイスホッケー場
定 員／40名
参加料／1,400円（保険料含）
締切り／12月12日㈬
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。
※休館日は受け付けできません。
主

体育施設ホームページ

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

としょかん
クリスマス会

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

みんなの工作で会場を飾り付けたら、クリスマス会のはじまり！
たくさんのおはなしや、歌・ダンスで楽しみましょう♪
と

き：12月16日㈰

午前10時～11時30分

＜開場９時45分＞
ところ：しるべっと
対

コミュニティホール

象：小学校低学年程度まで

問合先：中標津町図書館

☎73－1121

※申し込みは不要です。当日ご来場ください。

月 の展示

12

一般展示 『しあわせゴハン』
★恋人、家族、友だちと…年末は大切な人とごはんを食べる機会が多くなります。せっかく
だから、とびきりおいしいものを食べて、しあわせを感じちゃいましょう！たくさんのレ
シピ本を用意します！

児童展示

『メリークリスマス』

★ 12 月と言えば、クリスマス！でも、クリスマスってどんな日か知っていますか？クリスマ
スにまつわるお話や物語など、いろいろな本を展示します。

新 着 図 書 案 内
『ぼおるぺん古事記１』

こうの史代／著（ＹＡ）
『今すぐ使えるかんたん Windows ８』


オンサイト + 技術評論社編集部／著（一般） 『大統領でたどるアメリカの歴史』
 明石和康／著（ＹＡ）
『経営の神髄

上・下』



P.F. ドラッカー／著（一般） 『羽生善治の将棋の教科書』

羽生善治／著（児童）

『ヘンダワネのタネの物語』

新藤悦子／著（児童）
『ごちそうグラタンとあつあつチーズレシピ』


主婦の友社／編（一般） 『ギリギリかめん』

あきやまただし／作（児童）
『禁断の魔術

ガリレオ８』


大島妙子／作（児童）
東野圭吾／著（一般） 『だるだるダディーとゆかいなかぞく』

佐江衆一／著（一般） 『おしりたんてい』

『あの頃の空』

トロル／作（児童）

：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。
 東川篤哉／著（一般） ※（ＹＡ）
『魔法使いは完全犯罪の夢を見るか？』

郷土学習情報
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武佐岳

特別写真展のお知らせ

郷土館では『あの日の學舎（まなびや）
』と題して、特別写真展を 12 月４日から開催しています。
町内にかつてあった、そして今もある小中学校について、写真を中心に展
示し、その歴史を振り返ります。
ぜひ、あの頃の学校を思い出してみてください。
と き／12月４日㈫～平成25年２月３日㈰
午前10時～午後４時
ところ／中標津町郷土館展示室
主 催／中標津町郷土館
共 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
※平成 25 年２月から３月には、中標津町交流センター ( ２月９日～ 28 日 )、
しるべっと ( ３月７日～ 24 日 ) でも展示します。
大正12年 俵橋小学校
☞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/

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

ロビーコンサート
き／12月22日㈯

ところ／しるべっと
主

講師紹介

青森県生まれ。日本大学卒業後、高校教師
に内定していたが、夢であった相撲取りへの
道をかなえるため大相撲出羽海部屋に入門。
角界最小の身体ながら、切れ味の良いさまざ
まな技で国民的人気者になり、
「技のデパー
ト」の異名をとった。最高位は小結。引退ま
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
活躍中。

第 156 回ロビーコンサート

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

と

チケット
好評発売中!

「サンタからの贈り物」
出

午後２時開演

演／中標津高校合唱吹奏楽部

プログラム／「赤鼻のトナカイ」

町民ホール

「もろびとこぞりて」 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

中標津文芸 第28号

平成24年度 釧根地区公民館共同事業

二科会写真部北海道支部写真移動展

発刊!!

12月26日㈬

わが町の文芸誌「中標津文芸」の最新号が、
発刊されます。定価は 700 円（税込み）です。し
るべっと、交流センター、町内各書店などにて
お求めください。
また、しるべっとではバックナンバーも取り
扱っています。

と

き／12月７日㈮～11日㈫
午前９時～午後９時
ところ／しるべっと
町民ホール・ギャラリー廊下
主 催／北海道公民館協会釧根支部
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。

編
発

集／中標津文芸編集委員会
行／㈶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。

き／12月14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
内致します。予めご了承ください。
プレイガイド／しるべっと、中標津体育館、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、
釧路新聞社中標津支社、月刊新根室
協 賛／社団法人中標津青年会議所、中標津ロータリーク
ラブ、中標津ライオンズクラブ

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 年越しそば教室

ゴスペラーズ 中標津公演

と

き／平成25年１月11日㈮
午後５時45分開場

年末といったら年越しそば！しるべっとではそば
打ち講座を開催いたします！
講師の作業をお手本に実際にそば打ちを体験して
いただきます。
そば打ち未経験者や、初級者を対象とした内容と
なっていますので気軽にご参加ください。
と き／12月22日㈯
①午前の部 午前９時30分～12時
②午後の部 午後１時～３時30分
ところ／しるべっと 美術室
講 師／中標津手打ちそば同好会会員
対 象／一般成人
定 員／①②各18名程度（先着順）
受講料／1,000円
持ち物／筆記用具、エプロン、三角巾、タオル２枚程度
締め切り／12月19日㈬まで
申込先／しるべっと（☎73－1131）
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／中標津手打ちそば同好会

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）
※就学児から有料、
窓口でのカード払い不可

みんなの

かわら版

※問い合わせはしるべっと（☎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。

○中標津音楽センターエレクトーン科発表会
と

き／12月８日㈯

ところ／しるべっとホール
主

○第16回津田智佳子門下生ピアノ発表会
と

午後１時開演

催／中標津音楽センター

き／12月22日㈯
【一部】午前11時開演

入場
無料

【二部】午後２時30分開演
ところ／しるべっとホール
主

○島本真紀子門下生ピアノ発表会
と

き／12月９日㈰

午後２時開演

ところ／しるべっとホール
主

催／島本真紀子ピアノ教室

催／ＰＩＡＣＥＲＥ

◎昭和ノスタルジア

入場
無料

と

き／12月22日㈯

ところ／しるべっと
入場料／1,500円

◎中標津町吹奏楽団LIVE2012
と

き／12月９日㈰

主

午後６時開演

ところ／しるべっと

と
主

催／中標津町吹奏楽団

主

と

催／小野富美子・今利恵音楽教室

き／12月23日㈰

午前11時30分開演

催／小野富美子・今利恵音楽教室

き／12月23日㈰

ところ／しるべっと

午後１時開演

ところ／しるべっとホール

催／中標津・北の暦友の会

◎歌旅座中標津公演

○小野富美子・今利恵音楽教室

発表会（エレクトーン）
き／12月16日㈰

コミュニティホール

※当日500円増し

ところ／しるべっとホール

未就学児無料

と

午後７時開演

○小野富美子・今利恵音楽教室ピアノ発表会

コミュニティホール

入場料／中学生以上500円、小学生以下300円
主

入場
無料

入場料／1,500円

午後１時開演
コミュニティホール

中学生以下500円

※当日500円増し

入場
無料

主
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催／中標津・北の暦友の会

入場
無料

交流センターホームページ

楽しい木工芸教室（冬） 参加者募集中

計根別

生涯学習情報

初心者の方でも最後までサポートしますので、安心
して申込みください。あなただけのオリジナル作品が
作れます。
コース

と

き

内容

Ａ １月８日㈫～９日㈬
Ｂ １月10日㈭～11日㈮
Ｃ １月８日㈫～９日㈬
Ｄ １月10日㈭～11日㈮

午後１時
～３時30分

パズル他

対

象

「親子もちつき大会」開催のお知らせ
毎年恒例の行事「親子もちつき大会」を今年も
開催します。
みんなで餅つきの
楽しさを体験して、
つきたてのおいしい
お餅をいただきま
しょう。たくさんの
参加をお待ちしてい
ます。
参加無料!
と き／12月16日㈰
午前11時30分～午後１時30分
ところ／交流センター
メニュー／あんこ餅・きな粉餅・醤油餅・納豆餅・お雑煮
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
共 催／計根別町内連合会青少年育成部
協 力／計根別老人クラブ、計根別町内連合会女性部
計根別児童館、計根別同志会

定員

町内の小・中学生 ５人
(小学生3年生以下保護者同伴) ５人

花瓶・器 一般(町内在住の方)

１人
１人

ところ／緑のふるさと研修舎 木工室
指 導／木工芸サークル
参加費／大 人 2,000 円 小中学生 1,000 円 （保険料
含む）
持ち物／マ スク、スカーフ、帽子、軍手ほか汚れても
いい服装でお越しください。
なお、作りたいものがありましたら、当日図
面（図案）をお持ちください。１人１作品と
します。
申し込み・問合先／木工芸サークル事務局
永井（☎ 72 － 1646）
※ 12 月５日㈬より受付開始。
※各コースとも定員になり次第締
め切ります。
主 催／木工芸サークル
共 催／中標津町教育委員会

青少年の教育に関して悩んでいませんか

平成 25 年成人式のお知らせ

教育相談センターでは、電話や面談・メールな
どにより、相談に応じています。

町外在住の方も出席できます !
と き
ところ
内 容

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

１月７日㈪ 午後１時 30 分より
しるべっとホール
オ ープニングセレモニー、式典、記念写
真撮影

場

所／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 FAX72－1707
※ メールは、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。

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、12 月７日㈮までに、下
記へご連絡ください。当町に住民票がある方は往
復はがきにより案内します。

各生涯学習施設休館日のお知らせ

連絡・問合先／社会教育係
☎ 73 － 3111（内線 277）

（12 月６日～１月６日）

編集後記

▼ いよいよ師走となり、平
成二十四年もあと少しとな
りました。
そんな中、平成十五年六
月号から始まって今号で
百 十 五 回 を 迎 え る「 Ｙ Ａ Ｍ
Ａ先生のなかしべつ学」は
今月号で終了することにな
りました。長年お世話にな
りました。
そのかわり、来年一月号
か ら は「 郷 土 館 発！ な か
しべつ学」と名称を変えて
再出発することになりまし
たので、来年以降も引き続
きよろしくお願いいたしま
す。
（学芸員が二人体制に
なったため執筆者がＹＡＭ
Ａ 先 生 だ け で な く な っ た、
ということが理由です）

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、12 月 17 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、12月10日㈪・17日㈪です。原
則、毎週月曜日が休館日です。
○各施設の年末年始の休館日は下記のとおりです。
しるべっと（総合文化会館）
・図書館・交流センター
12月29日㈯～１月５日㈯
郷土館 12月24日㈪～１月７日㈪
各体育施設 12月26日㈬～１月５日㈯
※運動公園（スケートリンク）は年末年始も使用でき
ます。〔くわしくは表紙をご覧ください〕
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㈶中標津町文化スポーツ振興財団

