平成24年度 児童クラブ登録児童募集
児童館では、保護者が仕事または、その他の事情により、放課後、家に
不在の場合の児童を対象とした「児童クラブ」を開設しています。
登録を希望される方は、申込みが必要となりますので、最寄りの児童館
に勤務時間等を含めて相談の上、申込みをしてください。
また、新就学児童を対象に今月開催する一日入学説明会においても、ク
ラブの概要・申込み方法等説明しますので、詳細等は説明会会場にて問合
せください。
期
間
受付期間
受付時間

平成24年４月～平成25年３月【１年間】
２月10日㈮～24日㈮※日曜・祝日は除く
午後１時～５時
※定員になった場合は選考の上、待機扱い
になる場合もありますので、あらかじめ
ご了承願います。
対
象 小学１年生～３年生
※現在、利用している１・２年生（新２・
３年生）も申込みが必要です。
保 険 料 年間1,800円
担

当

子育て支援室子育て支援係
（☎73－3111 内線230）
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【申 込 み 先】
東 児 童 館 東８南３
☎73－2996

【児童クラブ 定員 50人】

【第２児童クラブ 定員 20人】
西 児 童 館 西５北３
☎72－3039

【児童クラブ 定員 50人】
なかよし児童館 東14北４
☎73－5569

【児童クラブ 定員 50人】
わんぱく児童館 西町５－１
☎72－7273

【児童クラブ 定員 50人】
計根別児童館 計根別北1 ☎78－2539

【児童クラブ 定員 30人】

※にこにこ児童館では、児童クラブを実施し
ていません。

児童館の様子
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優秀賞の主張から

平成23年度少年の主張中標津町大会が、昨年
12月19日に中標津中学校体育館で行なわれ、町
内の全中学校から９人の代表が、自分の主張を力
強く発表しました。
本大会では、広陵中学校２年
広陵中学校３年
年

よし くに ゆい

しろ うら み

ゆ

じん お あや ね

神尾綾音さん、

城浦美優さん、計根別中学校３

吉國唯さんの３人が優秀賞に選ばれました。
紙面の都合上、神尾綾音さんの主張のみの掲載
となりますことを、ご了承ください。

優秀賞 「感謝の気持ちを伝える」


広陵中学校

「ありがとう」
なげやりな「ありがとう」私はよくこの言
葉を口にします。どうして「ありがとう」を言
わなければならないのだろう。あたりまえの
ことなのに…。そう思っていた私が変わった
のは中１の頃でした。
中１の冬、私はおばあちゃんの家にいまし
た。おばあちゃんの手伝いをしていた私。自
分ではあたりまえと思って手伝いをしてい
ると、おばあちゃんが「手伝ってくれてあり
がとう。
」と言ってくれました。それを聞いた
私はすごく嬉しくなり、また手伝いをしよう
という気持ちになりました。そして同時にお
ばあちゃんも私も笑顔になりました。その時
思ったのです。今まで私は、どうしてなげや
りな「ありがとう」という言葉を言ってしまっ
ていたのだろうと。それから私は自分自身
「ありがとう」の使い方を変えようと思いまし
た。
そして冬休み明け、私は係の仕事を手伝っ
てくれた友達に感謝を込めて「ありがとう」
と言ってみました。すると友達は笑顔で「う
ん、だって友達じゃん。手伝うのがあたりま
えでしょ。
」と言ってくれました。友達の言葉
を聞いて嬉しいのはもちろんでしたが、それ
以上に自分で感謝の言葉を言ったことに、と
てもすがすがしい思いがしました。
「ありがとう」という言葉は、言った人はす

２年

神尾

綾音

がすがしくスッキリとした気持ちになり、言
われた人も嬉しいという気持ちがわき、あの
人のために何かしてみようと思う。このくり
返しがお互いの笑顔を生み、関係が深まって
いくのだと思います。
しかし、以前の私がなげやりな「ありがと
う」を言っていたように、私達のほとんどが
あたりまえだからといって感謝の気持ちを
伝えていないのではないでしょうか。もう一
度よくまわりを見て下さい。ふろに入れるこ
と、勉強ができること、すごくあたりまえな
ことですが、もしそのことができなくなって
しまったり、その仕事をしている人がいなく
なってしまったらと考えると、今の生活やあ
たりまえと思っていることがどんなに幸せで
幸福なことなのか…。だからこそ今のあたり
まえやささいなことにも目を向けて、色々な
人、そして今に感謝しなければならないので
す。
「ありがとう」
これは、自分と相手を笑顔にしてくれる「感
謝の言葉」
。
一度、あなたの生活を振り返ってみて下さ
い。しっかり感謝の言葉を伝えられています
か。今日から、いや今からでも色々なことに
目を向けて言ってみてください。

「ありがとう」
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学校の情報

少年の主張中標津町大会

学校の情報

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

広 陵 中 学 校
☎73－3161

２月７日㈫
13：35～

中標津中学校
☎72－2626

２月10日㈮
13：25～14：15

武佐小中学校
☎74－2004

２月17日㈮
13：20～

計根別中学校
☎78－2052

２月22日㈬
13：30～

中標津小学校
☎72－2565

２月22日㈬・23日㈭
24日㈮・29日㈬
13：45～14：30

学習参観日
22日…高学年・23日…中学年
24日…低学年・29日…あおぞら

俵 橋 小 学 校
☎73－3869

２月23日㈭
13：40～14：25

学習参観日

丸 山 小 学 校
☎73－4411

２月23日㈭・24日㈮
13：25～14：10

学習参観日
23日…１～３年・みどり
24日…４～６年

計根別小学校
☎78－2062

２月27日㈪
13：40～14：25

学習参観日

中標津東小学校
☎72－3314

２月28日㈫・29日㈬
３月１日㈭
13：40～14：25

学習参観日
28日…高学年・29日…中学年
1日…低学年

俣 落 小 学 校
☎73－7121

３月１日㈭
13：40～14：25

開 陽 小 学 校
☎74－2101

３月２日㈮
11：30～12：15

養老牛小学校
☎78－2260

３月９日㈮
13：05～13：50

西 竹 小 学 校
☎73－7247

３月９日㈮
12：50～13：35

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

学習参観日

学校行事だより

中標津農業高等学校・中標津高等学校…３月１日㈭
中標津高等養護学校………………………３月２日㈮

〜高等学校の卒業式〜

平成24年度

参加対象

ＮＨＫ学園通信制高等学校生徒募集

☆概

平成24年度高等学校

「普通科４月生」

要 全
 国どこからでも入学可能。ＮＨＫのテレビ・ラジオの放送を利用した特色のある教育課
程で、３年間で高校卒業資格を取得できます。登校は月に１～２回。
☆履修年数 ３年（転・編入学あり）
☆募集対象 中
 学校を卒業した方、または平成24年３月に卒業見込の方。高等学校を退学している方
ほか。
☆出願・申込方法 請求により入学案内書と願書をお届け。出願受付後、書類選考と面接を行います。
☆願書・申込受付 １月25日～４月20日（必着）
☆案内書・願書の請求、問合せ
〒１８６－８００１ 東京都国立市富士見台２丁目36番地２号
☎０４２－５７３－８１１１ ＦＡＸ０４２－５７２－３３３２
ホームページ http://www.n-gaku.jp/sch/
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2011年度スポーツ開拓事業

ホームページ

http://www.zncs.or.jp

「スポーツ栄養学」講演会

本講演では、スポーツ選手の競技力を向上させるために必要な「運動・栄養・休養」の３つの要素の
中から「栄養」について学びます。
スポーツ選手にとって必要な「栄養（食事）」とは何かを学びませんか？
たくさんの参加をお待ちしております!!
と

き／３月10日㈯
午後６時30分

講演

午後７時～９時

料

参加無

ところ／しるべっと コミュニティホール
対
定

象／スポーツ実践者やスポーツ指導者、父母

講

並びにスポーツ栄養学に興味のある方。

資

員／100名

う
サッカーを通じて友だちを作ろ

キッズサッカー教室
と

師／株式会社ウェルネスプランニング
代表取締役 小松 信隆 氏
格／管理栄養士、健康運動指導士、日本糖尿
病療養指導士、病態栄養専門師

き／２月25日㈯・３月24日㈯ ※どちらか１日

申込み／２ 月13日㈪までに中標津体育館窓口にて、

集合時間

午前９時30分

所定の用紙に記入のうえ申込みください。

開始時間

午前10時

※定員を超えた場合は主催者側にて抽選を行

終了時間

正午

い、参加者が少ない場合は中止となります。
その他／教室の最後には子どもたちと、来場されてい

ところ／中標津体育館
対

象／町内の年中児～年長児

定

員／各日30名

る保護者の方との交流ミニゲームも開催予定
です。
主 催／財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／中標津サッカー協会

参加料／500円（受講決定通知後に徴収）

温水プールスポーツサークル登録のお知らせ

平成24年度 体育施設利用調査のお知らせ

体育施設の利用予定はありませんか？

平成24年度の温水プールスポーツサークル
登録について、３月１日より受付を開始しま
す。
４月より温水プールで定期的に活動を予定し
ているサークル（団体）については、登録手続
きを行ってください。
本登録は温水プールをより安全にご利用いた
だくため、適切な使用許可と管理運営を行うと
同時に、サークル（団体）との関わりを持つこ
とを目的としています。

町営体育施設を利用して行われる、24年度実
施予定のスポーツ大会および各種イベント（サー
クル活動・練習会をのぞく）などの、利用調査を
行っています。
地域や職場で利用計画がある場合は、下記の日
程まで問い合わせください。
調査施設
中標津体育館・中標津町温水プール・中標津
町武道館・町営テニスコート・町営野球場・
中標津町運動公園（芝生広場・球技場・球場
など）
調査票提出締切り
２月27日㈪
問合先
中標津体育館 ☎７２－２３１６

登録方法

 定の用紙に必要事項を記入し、温
所
水プールに提出してください。
問 合 先 中標津体育館 ☎７２－２３１６
温 水 プ ー ル ☎７２－７００１
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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。

開場

申込み／３ 月４日㈰までに中標津体育館窓口に
て、所定の申込用紙に記入のうえ申込み
ください。
主 催／財団法人中標津町文化スポーツ振興財団

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

蔵書点検による特別休館のお知らせ

２月の本展
一般本展 『整理整頓』
★もうすぐ年度末。これから新しい年度に入
るというのに、周りがちっとも片づかな
い！そんな方は図書館に来てみてください。
自宅でも職場でも使える片づけの本、あり
ます！

児童本展 『にっぽんの…』
★みなさんは、どれくらい日本のことを知っ
ていますか？日本にしかないことや、日本
で生まれたものってたくさんあるんです。
色んなすごいところや、ひみつを調べちゃ
おう！

蔵書点検のため、下記の期間中休館いたします。
期間中、返却本は図書館入口前の返却ポストへご返却ください。
※ＣＤ・ビデオは開館時直接カウンターへお持ちください
期間 ２月６日㈪（通常休館）、７日㈫～ 12 日㈰（特別休館 ）

カレンダー交換会

「ただ捨てるのはもったいない」
「もう少しカレンダーが欲しい」

今年も2012年のカレンダーを無料で配布します。ご自由に
お持ちください。
期 間 ２月13日㈪～ なくなり次第終了（３月上旬見込み）
図書館開館時間（午前10時～午後７時）
ところ 図書館 カウンター前
※不要になった 2012 年のカレンダーを募集しています。
図書館カウンターか、特別休館中は図書館入口前に設置の箱
へお持ちください（２月末ころまで）。

新 着 図 書 案 内
『ゲゲゲの老境三昧』

『伝える力

水木しげる／著（一般） 『六本木少女地獄』


２』

『あったかスイーツ』

『50 歳からの独立開業


原くくる／著（ＹＡ）

池上彰／著（一般） 『16 歳の迷っていた僕への手紙‘12』

学びリンク編集部／編（ＹＡ）
福田淳子／著（一般） 
小さな人気店のつくり方』

『生きものプロポーズ摩訶ふしぎ図鑑』

いのうえりえ／著（一般） 
北村雄一／著（児童）

『雪と氷の大研究』

片平孝／著（児童）
『アラブの春は終わらない』


タハール・ベン＝ジェルーン／著（一般） 『クロックワークスリー』
 マシュー・カービー／著（児童）

森炎／著（一般） 『トモダチックリの守り人』

『量刑相場』
『君のいない食卓』


川本三郎／著（一般） 『どこいったん』

吉富多美／著（児童）

ジョン・クラッセン／作（児童）

『ママ！』
 キム・フォップス・オーカソン／作（児童）
『体を芯からやわらげる健康ストレッチ』


森俊憲／著（一般） 『大きな時計台 小さな時計台』
 川嶋康男／作（児童）
『こころのつづき』
『１日で読める平家物語』



森浩美／著（一般） 『タベールだんしゃく』

さかもといくこ／作（児童）

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

郷土学習情報

␕␡␕ίစƹ

Vol.105

ƵƖƢǄƯܘ

武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

半世紀を迎えた開陽台の展望館
標高 270 メートルの高台から 330 度の視界
で、広大な酪農地帯を一望できる町内の観光名
所のひとつである開陽台に初代の展望館が完
成したのは半世紀前となる 1962（昭和 37）年。
２年後の 1964（昭和 39）年に建て替えられた
八角形の展望館は、ライダーたちからは通称
初代
２代
３代
「カメハウス」として親しまれてきました。
現在の展望館は 1995（平成７）年に建て替えられた３代目となります。
展望館は４月下旬まで冬季休業中ですが展望館屋上並びに展望台駐車場、トイレは利用可能となっています。
☞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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ホームページ

http://www.zncs.or.jp

演劇「６週間の

なかしべつ

ダンスレッスン」

上映会

大泉洋、松田龍平出
演のヒット作!ハード
なアクションも見どこ
ろです。
ぜひ会場でご覧くだ
さい。

中標津公演
と

き／２月29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
出 演／草笛光子、太川陽介
入場料／Ｓ席2,500円、Ａ席2,000円、Ｂ席1,500円
※全席指定、税込み、当日500円増し
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

チケット好評発売中!
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
北海道新聞社
主
管／６週間のダンスレッスン中標津公演実行委員会
共
催／財団法人北海道文化財団
助
成／財団法人地域創造

開陽台セミナー 「ラテンジャズ スペシャル・ナイト」
～ラテンを中心とするジャズメンバーによる演奏会～

と

き／３月３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
入場料／大人1,000円
小人（高校生以下）700円
当日各300円増 ※未就学児童は無料
◎前売券はしるべっと、よしや楽器店にて
取り扱っています。

出

演／蛇池 雅人（サックス）
瀧村 正樹（パーカッション）
ほか３名

主
後
協

催／開陽台セミナー実行委員会
㈶中標津町文化スポーツ振興財団
援／中 標津町教育委員会、釧路地区吹奏楽連盟、
釧路地区吹奏楽連盟根室支部
賛／よしや楽器店

平成24年度 共催事業助成金の希望団体募集

㈶中標津町文化スポーツ振興財団では、文化の振興普及を目的とした開催事業（共催事業）の助成金交付希
望団体を募集します。平成24年度（平成24年４月～平成25年３月）に交付を希望される団体は、お早めにお
申込みください。
○開催事業（共催事業）助成金
対象～財団加盟団体・文化振興の目的で事業開催の
為に組織された町民主体の実行委員会など。
事業～講演会、研修会、舞台発表会、展示会、出版
物の発行など。ただし、例会や毎年恒例のイ
ベントなどは除きます。
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。

助成の決定や金額は、事業計画を審査のうえ決定し
ます。くわしくは下記までお問合わせください。
問合せ／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
文化振興係（☎７３－１１３１）

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。

中!
き／２月19日㈰
チケット販売
開
場：午後６時
上映時間：午後６時30分～８時35分
ところ／しるべっとホール
入場料／一般券（大人）1,000円
小人券（高校生以下）500円
※全席自由、税込み、当日も同料金。
※未就学児童は保護者と同一席であれば
無料です。
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
と
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㈶中標津町文化スポーツ振興財団
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中標津文芸第27号

〜土曜の午後のひとときに…夢とやすらぎを〜

ロビーコンサート

好評発売中!

現在、最新号をしるべっと、交流

第１ 44 回 ロビーコンサート

センター、町内各書店、町立病院売

「オーボエとクラリネットの調べ」

店、空 港 売 店、な か し べ つ 伝 成 館、

入場
と き／３月３日㈯ 午後２時開演
無料
ところ／しるべっと 町民ホール
出 演／小 路 明日香（オーボエ）
、長尾 聖子（クラリ
ネット）
、小平 明美（ピアノ）
、中西別中学校
文化部（琴）
プログラム／「愛の挨拶」
「さくらさくら」ほか

ラ・レトリ、なかまっぷで販売して
います。

定価／ 700 円（税込み）
※しるべっとにて、バックナンバーも取り扱っています。
編集／中標津文芸編集委員会

主

発行／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

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

チャリティーコンサート

オールディーズ 「あの時君は若かった」
アマチュアバンドフェスティバル
と き／２月19日㈰ 午後２時開場 午後３時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール

入場無料

※しるべっとにて入場整理券を配布中。

出演バンド／ラボラバンド、クロス、ＰＰＹＭ、ＣＡＶＥＲＮ
主 催／オールディーズアマチュアバンドフェスティバル実行委員会 ※会場内に募金箱を設置します。皆さん
共 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
からの善意は、町の福祉と文化振興の
後 援／音楽倶楽部、㈲Ｐ＆Ｌ企画
ために寄付させていただきます

※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。

○中標津東小学校スクールバンド部

第１回定期演奏会

○フリーマーケット

○中標津しらかば学園（高齢者大学） 学園祭

○スイーツクラブ平成24年度新規会員募集

と

き／３月４日㈰
観覧
午前10時～11時30分
無料
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／おもちゃ箱

と き／２月11日㈯ 午後１時30分開演 入場
無料
ところ／中標津東小学校体育館
主 催／中標津東小学校スクールバンド部育成会

【ステージ発表】合唱、カラオケ、ハーモニカなど
と き／２月22日㈬
観覧
一般公開９：50～12：00
無料
ところ／しるべっと コミュニティホール
【展示部門】ちぎり絵、陶芸、文芸など
と き／２月22日㈬～28日㈫
ところ／しるべっと ギャラリー廊下
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

家庭でおいしく楽しく作れる、お菓子の作り方を学びあ
うことを目的に活動しています。

例

会／火曜日 10：30～14：00、18：00～22：00
土曜日 10：30～14：00
会 費／2,500円～5,000円
※月ごとのレッスンメニューにより異な
ります。
申込方法／住 所、電話番号、氏名、年齢、性別、
メールアドレスを明記して下記までご連
絡ください。
問合先／後閑（ごかん）☎090-7517-2310
E-mail iolite@ezweb.ne.jp

◎第26回中標津合唱祭「雪どけ」

と き／２月26日㈰ 午後１時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／500円（自由席） 小学生以下無料
主 催／中標津合唱祭実行委員会
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ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
【スポーツ広場】

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

【イベント】

□さわやか体験広場

□第６回なかしべつかんじきまつり

～なかしべつの冬をおもいっきり楽しもう～
と き／２月25日㈯
ところ／道立ゆめの森公園イベント会場
（ビジターセンター前）
対 象／どなたでも
内 容／かんじき体験・競争、レクリエーショ
ン・ゲームなど冬の遊び
参加料／無料

と

き／２月８日・15日・22日・29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

□ミニテニス楽しむ会
と

き／２月８日・15日・22日・29日
毎週水曜日 午前９時30分～11時
ところ／中標津体育館
※初心者・60歳以上大歓迎！

問合先

□ミニテニスやってみる会
と

き／２月10日・17日・24日・３月２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

○なかしべつ移住100年 100枚の写真展

計根別

生涯学習情報

農業団体の本格的な移住が始まった明治44年
から100年、その間のさまざまな出来事を100枚
の写真で紹介します。
と き／２月10日㈮～29日㈬
ところ／中標津町交流センター 多目的ホール
主 催／中標津町郷土館

○下の句カルタ大会
と き／２月26日㈰
ところ／中標津町交流センター
対 象／小学生～一般成人30名程度
申込み／２ 月 1 9 日 ㈰ ま で に 、 交 流 セ ン タ ー
（☎78ー2270）へ申込みください。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

※３月３日㈯～25日㈰に中標津町総合文化会館
ギャラリー廊下でも開催します。

総合体育館建設へのご支援に
感謝します

平成23年４月から12月に、ご寄附いただいた
方々をご紹介します。

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2,472,300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。

○中標津スケート協会
○小林辰雄 様
○匿名（個人） 様

様

編集後記

▼ こ の 冬 は 寒 さ が 厳 し く
雪も多く感じますが、先日、
中標津農業高校よりシクラ
メンが届きました。

華やかにたくさんの花を
咲かせ、本格的に寒くなる
これからの季節に、とても
心が和み暖かくなりました。
例年インフルエンザなど
流行する、嫌な時期でもあ
りますが、この花のように
元気に生活していきたいと
思います。
（ＫＡＺＵ）


各生涯学習施設休館日のお知らせ
（２月６日～３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、２月６日㈪・20日㈪で
す。毎月、第１・第３月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、２月６日㈪・13日㈪・14日㈫・
20日㈪・27日㈪、３月５日㈪です。原則、毎週月曜
日と祝日の翌日が休館日です。
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【総合型地域スポーツクラブ】

