夏の思
楽 しい

い出をつくりま せ

ひとりでもOK

んか

家族で行くクテクンの滝

集

参加者募

中標津の秘境へ、道無き道を歩きます。
と
き ７月31日㈰ 午前８時30分～午後２時（荒天中止）
集合場所 中標津町役場駐車場（現地へは各自車で移動します）
対
象 家族または個人で参加できます。
※子どもは原則小学３年生以上。子どものみの参加は不可。
定
員 30人
参 加 料 大人１人1,000円､小中学生１人500円（保険料含む）
（保険料は前納のため、荒天中止の場合も返金できません）
服
装 長袖、長ズボン、手袋、濡れてもよい運動靴（川の中を歩きます）
持 ち 物 帽子、着替え、替えの靴、虫よけスプレー、弁当、飲み物
申 込 み ７月６日㈬より受付開始。教育委員会まで参加料を添えてお申込みください。
21日㈭締切りですが、定員になりしだい終了します。
問 合 せ 生涯学習課社会教育係 ☎73-3111（内線277）
主
催 中標津町教育委員会、Ｐ．Ｄ．Ｓ（プラン・ドゥ・シー）

楽しい木工芸教室（夏）～木のぬくもりをあなたに～
木のパズルやかわいい壁掛け、木のおもちゃづくりに挑戦してみませんか？一般コースは旋盤を使って
花瓶や器をつくります。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。
コース

と

き

内

Ａ

８月９日㈫～10日㈬

Ｂ

８月11日㈭～12日㈮

午後１時

Ｃ

８月９日㈫～10日㈬

～３時30分

Ｄ

８月11日㈭～12日㈮

容

対

象

パズル他

町内の小・中学生
(小学生3年生以下保護者同伴)

花瓶・器

一般(町内在住の方)

定員
５人
５人
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。
申込み・問合せ／木工芸サークル事務局 永井（☎ 72-1646）
※７月６日㈬より受付開始。※各コースとも定員になり次第締切ります。
主 催／木工芸サークル 共 催／中標津町教育委員会
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〜コミュニケーションスペース る・る・る

より〜

やさしさに包まれて眠る
「早寝早起きは健康のもと」
「寝る子は育つ」
子どもの成長にとって、大切な成長ホルモンは
夜寝ている時に、多く分泌されます。睡眠・覚醒
リズムの乱れは、脳の発達に悪影響を及ぼすこと
がわかっています。
まずは早起きして、昼間たっぷり体を動かし、
夜スムーズに眠りにつくのが理想的ですね。
「入眠儀式」
「睡眠導入儀式」という言葉を知って
いますか。
ある行動をすることで、反射的に脳に「もう寝
る」と感じさせて、スムーズに睡眠に入ることを
目的にする行動のことです。
お子さんに就寝前に本を読んであげたり、子守
り唄を唄ってあげる、寝る前に歯を磨き・トイレ
に行くことなども、これにあたります。
私が子どものころは、７時のニュースの後に
「海難を防ぐためのメモ」という番組で流れるモー
ルス信号の音を聞くと、
「もう寝る時間」と反射的

夏休み期間中、郡部地区の児童・生徒の温水プールや図書館などを利用した学習活動への参加機会
を増やすことを目的に、生涯学習振興バスを運行します。

対

象

運行日

小学生、中学生、高校生、保護者同伴の幼児およ
びその関係者（同伴する児童生徒の先生や保護者
など）
※児童生徒は各学校を通じ配付している「生涯学
習振興バス利用カード」を作り、乗車の際にカー
ドを必ず持参し、運転手に見せてください。

養老牛小学校

7 月～ 26・27・28・29 日
8 月～２・３・４・５日 （計８日間）
※８ 月２日のみ運行時刻が異なりますの
で、ご注意ください。くわしくはカード
と一緒に配付される時刻表をご覧いただ
くか、担当までお問合せください。

８月２日は運行時刻が異なります

午前/発/ 9:05/着/12:35
午後/発/13:05/着/16:25

西竹小学校

午前/発/ 9:25/着/12:15
午後/発/13:25/着/16:05

着

上標津会館

午前/発/ 9:15/着/12:25
午後/発/13:15/着/16:15

俣落小学校

午前/発/ 9:35/着/12:05
午後/発/13:35/着/15:55

発

生涯学習研究所(旧若竹小学校）

午 前

午 後

温水プール

09:50

13:50

総合文化会館

10:00

14:00

総合文化会館

11:40

15:30

温水プール

11:50

15:40

午 前

午 後

総合文化会館

09:50

13:50

温水プール

10:00

14:00

総合文化会館

11:40

15:30

温水プール

11:50

15:40

午前/発/ 9:15/着/12:25
午後/発/13:15/着/16:15

着

交流センター

午前/発/ 9:25/着/12:15
午後/発/13:25/着/16:05

問合先

学校教育係

午前/発/ 9:35/着/12:05
午後/発/13:35/着/15:55

☎73-3111（内線272）
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発

当幌駅跡

生涯学習情報

生涯学習振興バスのお知らせ

家庭教育・子育て支援情報

に布団に入る毎日でした。
我が家の場合、息子が小学校低学年のころに、
私がリフレクソロジーの資格取得のための勉強を
していまして、寝る前に息子の足を使って練習し
ていたことが、息子の入眠儀式になっていたよう
です。
足の甲からひざ下までさすりあげ、なでおろ
す。足の指を回したり伸ばしたりしていると、５
分もたたないうちに寝ついてしまうことがほとん
どでした。興味のある方は、今秋に「る・る・る
のママのためのカルチャースクール」でリフレク
ソロジー教室（参加費無料）を予定しております
ので、ぜひご参加ください。
お母さんお父さんにやさしく触れられながら、
気持ち良さと安心感に包まれ眠むることは、お子
さんにとって、とても幸せな時間になることで
しょう。
ただ、あまりこだわりすぎるのは逆効果ですの
で、気をつけましょう。
就寝前、触れる方も触れられる方もやさしい気
持ちで一日を終える。
子どもにとっての安全基地・安心感は、そのよ
うなところから生まれるのかもしれませんね。

松尾貴代（リフレクソロジスト）

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
中標津東小学校 東っ子の心を育む全校縦割り活動「あいあいタイム」

平成 19 年度から始まった本校の校舎増改築工事は、
昨年 12 月をもって全ての工事が完了しました。管内
児童数最多の 607 名の東っ子たちは、明るく快適な教
育環境の中で、元気一杯学習に励んでいます。
本校では、
『郷土の中標津を愛し、強く・正しく・逞
しく未来を切り開く、実践的・創造的人間の育成』を
目指し、子ども一人ひとりを大切にし、その成長に責
任を持つ教育を進めています。その中で、本校の特色
ある教育活動のひとつが『あいあいタイム』です。

◇あいあいタイムとは
『出会い・ふれあい・学びあい』を合い言葉に行わ
れている、全学年による異年齢集団での学習です。全
校児童が全学年混合の 36 の縦割り班に分かれ、年間
を通してさまざまな活動に取り組みます。異学年集団
での人との関わりを通して、集団の中での自分の役割
を考えながら協力し合い行動しようとする態度の育成
を目指しています。

②あいあい祭り…各班で趣向を凝らしたお店を出しま
す。
③アイーンピック…東小学校版・冬のオリンピックで
す。
④ありがとう６年生…５年生が新たなリーダーとして
デビューします。
これらの活動を通して、上級生は下級生の世話を行
い、また、下級生は上級生から面倒を見てもらうこと
で年少者に対するお世話の仕方を学習していきます。
子どもの思いやりの心や社会性を育む教育が、
『あい
あいタイム』の中で行われているのです。

（教頭 加藤 和弘）

◇主な活動の内容
①なかよくなろう大作戦…新たに出会った班員がゲー
ムや昼食で交流します。

学校公開日のご案内
学校名

日

俵 橋 小 学 校
☎73-3869
西 竹 小 学 校
☎73-7247

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

参加対象

受付方法

授業参観

保護者
および
地域住民

当日玄関
にて受付

７月６日㈬
13:40～14:25
７月８日㈮
12:50～13:35

学校行事だより

第49回

〜各学校の修学旅行〜

テーマ

○修 学 旅 行

農高祭

中農魂 ～みんなの想いをのせて～

と き／７月16日㈯・17日㈰
ところ／中標津農業高等学校
内 容／16日 クラスパフォーマンス（雨天順延）
17日 一般公開
（農高製品販売＝売り切れ次第終了）
※詳細は２、３日前に新聞折込みされるチ
ラシをご覧ください。
※スリッパを持参してください。

・中学校
中標津…………………… ７月11日㈪～14日㈭
計根別…………………… ７月13日㈬～16日㈯
今月は７月８日から８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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ホームページ

http://www.zncs.or.jp

第３回大会の参加者数が確定しました。


ハーフマラソン…691 名
２km………………242 名

５km………………187 名

総勢 1,120 名のランナーが参加します！！

参加されるランナーの走りから元気をもらい、青色の区間は片側交通規制
ランナーには皆さんのあたたかい声援で力を与
折返し地点
えましょう！

《交通規制のお願いについて》

７月10日㈰

赤色の区間は両側交通規制

160

中標津空港

知床 GC
なかしべつコース

160

全面通行規制区間

ゆめの
森公園

中標津高等
養護学校

緑ヶ丘
森林公園

中標津
浄水場

833

中標津町
役場
中標津中

スタート・ゴール

詳細は、町内会回覧板および看板設置表示によ
りお知らせします。皆さまのご理解とご協力を
お願いいたします。

中標津町
運動公園
833

５㎞折返し地点
中標津小

２㎞折返し地点 中標津高

標津川

俣落川

160

末広公園

272

財団主催水泳教室
「キッズ」ベーシックスイム（後期）

飛び込み教室 ～スタートの達人～

水遊びや水泳の楽しさや素晴らしさ、今後の運動・
スポーツへのきっかけ作りとなる教室です。

飛込みの基本動作を一から学び、
自己の記録向上に役立てよう！

小学１年生・２年生

日程

９月７日～11月30日

コース

５時コース
６時コース

受講料

4,600円（保険料含む）

平成23年度

定員

各コース

30名

対象

※毎週水曜日〈全12回〉

日時

17:00～18:00
18:00～19:00

受講料

申込
期間

７月14日～
８月24日

小学１年生～一般

定員

30名

９月２日～16日 19:00～20:00
※毎週金曜日〈全３回〉
中学生以下 1,200円
高校生以上 2,200円
（保険料含む）

申込
期間

７月14日～
８月24日

申込方法
○体育館・温水プール窓口にて、所定の用紙で申込みく
ださい。
○電話・FAXでの申込みはできません。
お知らせ
○定員を超えた場合は主催者側にて抽選、少人数の場合
は中止となることがあります。
○教室に参加される方には、主催者側でスポーツ安全保
険加入の手続きを行います。
○高校生以上の遊泳料はかかりません。

着衣泳体験教室

服を着たまま浮くことはできますか！？
講師には「海上保安庁根室海上保安部」の皆さん
をお招きし、実際に服を着たまま水に入るとどうな
るのかを体験していただきます。
「海猿」に自分の身を守る技術を学びましょう！！

問合せ先
中標津体育館 ☎７２‐２３１６
中標津町温水プール ☎７２‐７００１

と き／７月31日㈰ 9:30～11:30
対 象／小学生～一般
定 員／50名程度
受講料／無料（保険は加入いたします）
申込み／７月20日㈬まで
協 力／海上保安庁根室海上保安部
主 催／財団法人中標津町文化スポーツ振興財団
※く わしくは開催要項（体育館、温水プールで配布）
で、ご確認ください。

７月・８月の遊泳時間
午前

10:00～11:45

午後

13:00～16:45

夜間

17:00～21:45

☆小中学生は午後５時以降、高校生は午後７時以降の
遊泳には保護者の同伴が必要です。
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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。

○交 通規制は午前９時 30 分から午後１時 30
分までとなります（但し、選手が通過し終え
た区間は順次規制を解除します）。
○規制を行う区間には午前７時 30 分にロード
コーンを設置します。
○運動公園から中標津空港入口までの区間は午
前 10 時 50 分に規制を解除する予定です。

対象

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

わくわく☆チャレンジ教室

７月の本展

『生クリームからバターをつくろう！』

一般本展 『夏を楽しむ』
★ドライブ、キャンプにイベント！北海道の短い夏を楽し
むための段取りは、とっても重要ですよ！図書館でレ
ジャーの情報をしっかり集めて、楽しいこと全部体験し
ちゃいましょう！

おはなしや牛乳のことをたのしくきいたら、
「バターづくり」に挑戦 !! できたてバターを
パンにつけて食べよう。
と
き：７月30日㈯ 午後１時～２時
と こ ろ：しるべっと２Ｆ 実習室
対
象：小学生
定
員：先着20人
※事前に申込みが必要です。
※作ったバターは持ち帰れませんので、予めご
了承ください。
申込みは図書館（☎７３－１１２１）まで
主
催：㈶中標津町文化スポーツ振興財団
協
力：中標津町役場農林課、ＪＡ中標津

児童本展 『夏ってたのしい』
★だんだんと暑くなってきましたね。中標津の本格的な夏
はもう少し先ですが、今から楽しい夏を満喫するための
準備をしませんか？遊びや食べ物、もちろんおはなしの
本もたくさんそろえていますよ。

児童特別本展 『夏休みの工作・自由研究』
７月16日㈯～８月18日㈭

★夏 休みの準備は、早いうちがいい！児童コーナーでは、今
年も夏休みの宿題に役立つ工作や自由研究の本を展示して
います。図書館へ、ヒントを探しに来てみませんか？

新 着 図 書 案 内
『十二歳の戊辰戦争』

『左手一本のシュート』

林洋海／著 （ 一般 ）

『紅茶が動かした世界の話』
千野境子 ／ 著 （ 児童 ）

島沢優子／著 （ 一般 ）

★戦 場に散った、多くの
若 い 命。二 本 松 少 年
隊・少年新撰組・会津
娘子軍など、未曾有の
国難に立ち向かった少
年兵たちの聞き書き
を、読みやすい現代文
で紹介する。

★紅茶が世界に伝播した
謎と、歴史を動かした
出来事との関わりを探
り、カリフォルニアに
茶園建設を試みた若松
コロニーなど紅茶に託
した夢とその後を解き
明かす。大人の教養本
としてもお勧めです。

★希 望 に 満 ち あ ふ れ た
15 歳 の 少 年 を 突 如
襲った脳動静脈奇形に
よる脳出血。絶望の底
から「夢」
「強い意志」
たくさんのあたたかい
支えが生んだ 1167 日
に及ぶ涙の軌跡。

『北海道パワースポット探訪』


大谷修一／著（一般） 『うた恋い。②

『風評被害』

関谷直也／著（一般） 『僕が守る

超訳百人一首』


杉田圭／著（ＹＡ）

自選詩集』


銀色夏生／著（ＹＡ）

『女性のからだを変える！ 99 円弁当』
 幕内秀夫／著（一般） 『スキ ･･･』
『小池邦夫の人を振り向かせる絵手紙』
小池邦夫／著（一般） 『地学

ミンヌ／著（ＹＡ）

未知なる星テラ！』
 ダン・ギルピン／著（児童）

『猫とあほんだら』

町田康／著（一般） 『ともだちやもんな、ぼくら』
 くすのきしげのり／作（児童）

『家族の分け前』

森浩美／著（一般） ※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

郷土学習情報
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武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

移住100年（近代化へ向けての10年：昭和26年～昭和35年）
この時期は、上水道や簡易水道の完成、郡部での一部通電、道路の舗装工事、中標津大
橋の架け替え、バスの運行、役場庁舎の移転、保育所や幼稚園、電報電話局、NHK 放送局
といった基幹施設の整備が続々と進み、さらに時期的には動力が家畜からトラクターへと
転換されるなど、近代化に邁進していた時代と言えます。
昭和 30 年には協和、豊岡地区が別海村から編入され、およそ半世紀にして現在と同じ
姿になりました。その他、今につながる出来事としては、夏祭りの前身である「商工まつ
り」の開催や海軍飛行場の滑走路跡を利用した遊覧飛行や定期飛行の開始があげられま
す。一方、偏向教育事件や十勝沖地震、財政再建団体の指定、融雪災害などもおこるなど
波乱万丈であることに変わりはありませんでした。

共楽座（映画館）：昭和27年

☞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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音楽の絵本コンサート

ホームページ

一 流の

ズーラシアンブラス

http://www.zncs.or.jp

演 奏 者 が 大 変 身!

と

き／９月10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／大人 2,000円 子ども（高校生以下） 1,000円
親子ペア（大人＋子ども） 2,500円

プレイガイド／しるべっと ほか
主

７月22日㈮ 午前９時～
チケット発売開始！

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

当事業の実行委員を募集してい
ます。３回程度の会議と、当日会
場での軽作業にご協力いただける
方は、７月15日㈮までに、しる
べっと(☎７３－１１３１)へご連絡く
ださい。

〜土曜の午後のひと
と
きに…夢とやすらぎを〜

アマチュアバンドフェスティバル 2011
と

実行委員募集

ロビーコンサート
第 136 回 ロビーコンサート

入場無料



き／７月17日㈰
午後０時30分開場 午後１時開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
出演者／①CRUNKY ②SPEED BALL
③N.K.I ④Rough re hill
⑤CHEEKY DOG TAIL
⑥D.D.T ⑦CROSS
⑧PISTOL BOOGIE SUICIDE

※しるべっとにて入場整理券配布中
主 催／アマチュアバンドフェスティバル実行委員会
㈶中標津町文化スポーツ振興財団

「スマイルハーモニー」

と き／７月９日㈯ 午後２時開演
ところ／しるべっと 町民ホール
出 演／中標津小学校・丸山小学校合唱部
プログラム／「ともだち」
「輪になっておどろう」
「地球星歌」ほか 入場

第 137 回 ロビーコンサート



無料

「日本の叙情歌コンサート 2011・夏」

と き／７月 30 日㈯ 午後２時開演
ところ／しるべっと 町民ホール
出 演／村松希（ソプラノ）山本みゆき（ピアノ）
プログラム／「夏の思い出」
「浜辺の歌」
「椰子の実」ほか
主

ゆかた着付け教室

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

第２４回

根室管内民謡のつどい

この夏、あなたも素敵な浴衣を着
こなして、夏祭りや花火大会に出掛けて
みませんか。

根室管内の民謡愛好者が一堂に集まり、たくさんの
曲目を演奏しますので、たっぷりとお楽しみいただけ
ます。
と き／７月 31 日㈰
正午開場 午後０時 30 分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／無料
※しるべっとにて入場整理券を配布中。
出 演／根室管内各市町より、地元民謡団体が多数参
加します。中標津町からは中標津民謡会、唄
と三弦の会、三味線和周会、片桐ルミ子追分
会、計根別民謡会が出演します。
主 催／北海道文化団体協議会
根室管内文化協会連絡協議会
㈶中標津町文化スポーツ振興財団
主 管／根室管内民謡のつどい実行委員会

と き／７月15日㈮
【午前コース】午前９時30分～11時30分
【夜間コース】午後７時～９時
※両コースとも同じ内容です。
ところ／しるべっと 和室

参加無料

講 師／北専和裁着付専門教室
鈴木栄子氏、小林せい子氏
持ち物／浴衣または着物、帯（半巾）、腰ひも４本、
タオル２本、帯板
※「肌じゅばん、裾よけ」はお持ちの方のみ
定 員／各クラス20名（どなたでも参加可能です）
申込み／７ 月14日㈭までに、しるべっと（☎７３－
１１３１）へ
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
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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。

※子ども１名追加につき500円増し
全席指定、税込み、当日各500円増し
※未就学児童は、保護者同一席に限り無料です。
な
 お座席を使用する場合はチケットをご購入ください。
※車椅子席および託児サービス（子ども１名1,000円）をご希望の
方は、事前にお申込みください。
※遠方の方は電話予約(☎７３－１１３１)をご利用ください。

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

夏休みこども映画会「ヒックとドラゴン」

計根別

生涯学習情報

入場無料
[ しるべっと会場 ]
と き／８月２日㈫ 午前９時 30 分開場 午前 10 時上映
ところ／しるべっとホール
[ 交流センター （ 計根別）会場 ]
と き／８月３日㈬ 午前９時 30 分開場 午前 10 時上映
ところ／交流センター （ 計根別）大集会室

「ホタル観察会」 を開催します！
と き／７月 29 日㈮、30 日㈯、31 日㈰
午後７時～（１時間半程度）
ところ／計根別正美公園 学習舎・ホタルハウス

お客様の声を情報公開しています！

内 容／正美公園学習舎で 29 日㈮は絵本でホタル
の紹介、30 日㈯、31 日㈰はホタルについ

財団法人中標津町文化スポーツ振興財団では、指定
管理者として運営する施設や事業に対するお客様の声
を、ホームページ（http://www.zncs.or.jp）や各施
設で公開しています。また、ご要望やご意見は、お気
軽に各施設へお寄せください。

てのお話（30 分程度）を聞いたあと、ホタ
ルハウスに移動し、ホタルを観察します。
参加料／無 料
対 象／幼児～一般成人（小学生以下は保護者の同

東日本大震災緊急支援のご報告

伴が必要です）
定 員／各日程 40 名（定員になり次第締切り）

財団法人中標津町文化スポーツ振興財団では東日本
大震災の被災状況を受けて、被災地の皆さんを支援す
るため、文化・スポーツ施設において義援金の受付を
行いました（５月 31 日をもって終了させていただき
ました）。

読み手／中標津町図書館職員
講 師／野付半島ネイチャーセンター職員
持ち物／懐中電灯、雨具（雨天時）、虫除けスプレー

義援金総額：237,712 円

申込み／交流センター☎ ７８－２２７０ まで。

皆さまからの義援金は、
「日本赤十字社」に全額寄付
させていただきました。多くのご理解とご協力をいた
だき、誠にありがとうございました。

主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
共 催／計根別同志会

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。

○第13回絵画サークルWaterColors作品展

◎鈴木良雄＆増尾好秋 SUPER DUO CONCERT
と き／７月11日㈪ 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／3,000円 ※当日500円増し。
主 催／音楽倶楽部

と

き／７月５日㈫～12日㈫
初日は午後４時から。最終日は午後１時
まで。
入場無料
ところ／しるべっと 展示室
主 催／絵画サークルWaterColors

○北海道書道協会根室支部会員展
と

き／７月15日㈮～７月17日㈰
初日は正午から。最終日は午後３時まで。
ところ／しるべっと 展示室
入場無料
主 催／北海道書道協会根室支部

◎赤松林太郎ピアノリサイタル

と き／７月９日㈯ 午後７時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／シングル3,500円 学生2,500円
ペア5,500円
※当日券各500円増し。ペアは当日券なし。
主 催／北根室鍵盤楽器協会（KBA）

○３サークルカラオケ交流発表会

と き／７月24日㈰ 午後１時開演
入場無料
ところ／しるべっとホール
主 催／カラオケ練声会、カラオケ愛唱会、
カラオケせみの会

○道新映画上映会
入場無料
「犬とあなたの物語～いぬのえいが～」

○古賀稔彦講演会 ～平成の三四郎～夢の実現

と き／７月28日㈭ 午後６時開演
ところ／しるべっとホール
入場無料
主 催／㈳中標津青年会議所

と き／７月10日㈰ 午後１時30分上映開始
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／道新ぶんぶんクラブ
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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】
□さわやか体験広場
と き／７月６日・13日・20日・27日・８月３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

□ミニテニスやってみる会
と き／７月８日・15 日・22 日・25 日・29 日・８月５日
午後１時 30 分～３時
ところ／中標津体育館
※誰 でも参加できますので運動の出来る服装でお越

※種目：ミニテニス、参加料１回100円（会員無料）

しください。参加料（１回 100 円）がかかります。

□わくわくサタデー体験広場
と き／７月16日・30日
毎週土曜日 午前10時～11時30分
ところ／中標津体育館

問い合せ

※種目：小学生を中心にミニテニスやニュースポーツ
いつでも、仲間に入れます。



農業高校で開放講座を実施

参加者募集中

なかしべつ陸上カーニバル
と

中標津農業高等学校では、今年度新たに町民を
対象とした開放講座を企画し、一部講座の参加申
込みを受け付けています。７月から 12 月までに
12 コースを用意し、講師は同校教諭が務めます。

７月２４日㈰ 小雨決行
開会式 午前８時３０分
と こ ろ 中標津中学校グラウンド
対
象 年中幼児～一般の男女（町内在住・勤務
先が町内の方）
参 加 料 １人100円（保険料）
申込方法 専用の申込用紙に必要事項を記入し、参
加料を添えて中標津体育館窓口へ申込み
ください。
申込締切 ７月10日㈰
◎開催要項は中標津体育館で配布しています。
◎競技種目等については開催要項をご確認下さい。
問 合 先 中標津体育館（☎７２－２３１６）

き

【現在、参加者を募集中の講座】
「パソコンになれましょう」
7/25、8/1、8/8
「親子で作ろう！うどん作り !!」
7/31
「トラクター実習」
7/31
「剣道を通して日本の心を学ぶ」
7/30、8/6
「なんとエコ！天ぷら油でディーゼルエンジンを動かそう！」8/6
「世界にひとつだけのドライフラワー小作品作り！」8/7
※講座によって対象、定員が違います。また一部
参加料の掛かる講座もあります。
詳細が掲載された講座案内は、同校ホームペー
ジ（http://www1.nakashibetsu.jp/nagri/
index.htm）や、し る べ っ と、交 流 セ ン タ ー、
ＪＡ中標津、ＪＡ計根別でもご覧いただけます。
お問合せ・参加申込みは、中標津農業高等学校

☎７８－２０５３まで。

定例教育委員会

と

き／７月 15 日㈮

ところ／中標津町役場

〒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

午前 10 時～
庁議室

編集後記

▼ 今年も半年が過ぎ、折り
返しとなり、これからいよ
いよ夏本番です。



二 年 振 り に「 開 陽 台 マ
ラソン」の開催が予定され
ています。エントリーされ
た方はゴールを目指して頑
張ってください。また、沿
道の応援が走る力となりま
すので、皆さんの暖かい声
援を送ってください。（かず）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（７月６日～８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、７月19日㈫、８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、７月11日㈪・19日㈫・20日㈬・
25日㈪、８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。

8

生涯学習情報

第３３回

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

スポーツ情報

【総合型地域スポーツクラブ】

