第26回

青空本の広場

今回は場所を、しるべっと玄関前に移し開催しま
す。いつもよりも広い場所で町民・ボランティアの
皆さんの協力によるイベントや、みんなが楽しめる
ステージが盛りだくさんです。ご家族、お友だちを
誘ってぜひお越しください。お待ちしています！

イベントスケジュール

と

き／８月28日㈰

午前10時～午後３時

ところ／しるべっと
バスターミナル側玄関前
（雨天時：しるべっと町民ホール・展示室）

●古本市
 さまのご厚意で集まった小説・雑誌・
皆
コミックなどを、定価の１割で販売しま
す。

10：00～ 開会式
11：00～ 青空朗読会（えくすぷりーど）

●遊びのコーナー

朗
 読サークル「えくすぷりーど」による、詩
の朗読会です。

 ルーンアート・大きなしゃぼん玉・ス
バ
トラックアウトなど、たくさんのゲーム
があります。
 あ おぞらポイントがもらえるゲームもあ
るよ！

13：00～ 青空おはなし会（おはなしの木）

 み聞かせボランティア「おはなしの木」に
読
よるおはなし会です。

●フリーマーケット

13：30～ アンパンマンショー＆写真撮影会

何か掘り出し物が見つかるかも!?

ア
 ンパンマンと一緒に歌って踊ろう！ショーの後
は撮影会があります（カメラはご持参ください）。
他にもまだまだ、イベント盛りだくさん！
※当日内容を変更する場合があります。

フリーマーケット出店者募集中！
募集期間 ８月５日㈮～20日㈯
※募集数 ９組（定員を超えた場合は事務局抽選）
※出店料 500円（青空本の広場への協賛金として）
※申込みは図書館カウンターおよび電話（☎７３－
１１２１）で受付けています。
※開 館時間（午前10時～午後７時）内に申込みく
ださい。

主 催／青空本の広場実行委員会
後 援／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
協 力／広陵中学校生徒会 ほか
問合せ／中標津町図書館（☎７３－１１２１）
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画像をパソコンに入れているが、突然悲劇が訪れ
た。
「パソコンが動かない！！」

パパの子育て奮闘記

修理したら直ると思い電器屋に持っていくと、

〜パパのひとりごとPart3
〜

このパソコンの部品はもう製造していないので修
理は不可能とのこと。子どもたちの画像が・・・。

「アン、ウー、フイー」
（１、２、３）と２歳の息

店でしつこく良い方法がないか聞いてみたが、新

子が指を使いながら英語で数字を言っていた。

しく購入することを勧められ、渋々帰宅。いろい

「まだ少ししか言葉を覚えていないのに英語か

ろ撮った画像はもう戻ってこないが、思い出とし

い！！」と妻に言ったが、
「英語を覚えてもいい

て頭に残っている。過ぎてしまったことは仕方な

でしょ？」とあっさり返されてしまい、笑顔で指

い。現在、将来を見ていこう（な～んて自分を慰

を一生懸命使いながら英語で数字を言う息子を

めている）。朝起きて、学校に行く子どもを見送っ

見てると微笑ましくなる。夜、仕事等で帰りが遅

て、仕事に行って、家に帰って子どもたちと遊ぶ。

くなり、家に帰ると子どもたちは寝ているが、そ

平凡な生活のようだが、この当たり前の生活が幸

の寝顔を見ると「早く帰って来れなくてごめん

せなんだと思う。時には病気にかかることがある

ね」と思う。子どもたちはとても寝相が悪く、布

が、健康ですくすく育ってほしいと願う。将来、

団を蹴っ飛ばして寝ているが、何故か二人とも同

子どもたちが結婚したら「生んでくれてありがと

じ格好。兄弟だからかな？と思いながら少し時間

う」と言われるかどうかは分からないが、その時

が経ってから見ると、さっきと違う格好だけど二

は逆に言いたい。
「生まれてきてくれてありがと

人とも同じ格好。その姿がおかしくて後で見せて

う」と。

子育て支援係）

平成 19 年７月 30 日から当町の英語指導助手として勤務していた、
アンドリュー・ヴーさんが、本年７月 29 日に任期満了となり、８月中
旬に離町する予定です。アンディー先生から、お世話になった町民の皆
さんにメッセージを預かりましたのでご紹介します。

中標津の皆さんへ
４年間お世話になり、ありがとうございました。中標
津の皆さんから、いろいろなことを教えてもらい嬉しく
なりました。たとえば、日本語、北海道弁、よさこい、い
ろいろです。
次はベトナムで英語を教えることになります。そこで
も中標津で楽しく過ごした時のようになるといいなと
思います。
私は中標津から離れますが、私の生徒は英語を頑張り
続けて欲しいなと思います。英語は新しい世界の『かぎ』
だと思います。例えば、いろいろな国に行けるし、いろ
いろな国の人と会えるし、あとはいい仕事を見つけるこ
ともできると思います。
最後になりますが私のモットーは「忘れられるものに
なりたくない」です。そうなれたかどうかわかりません
が、なれていると嬉しいです。でも、私は中標津を絶対
忘れません。
中標津町の皆さん、本当にありがとうございました。
I love you, and I will never forget you!

Andrew Joseph Vu
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さよなら
アンディー先生

（子育て支援室

家庭教育・子育て支援情報

あげようと写真を撮っている。デジカメで撮った

学校の情報

学校・幼稚園だより

えがお､ かがやけ!
北海道中標津高等養護学校 寄宿舎 『地域に根ざした活動をめざして』

去る５月 22 日㈰、東中町内会の一斉清掃があり、
当日、帰省していなかった寄宿舎生 22 名と寄宿舎指
導員６名が参加しました。参加した寄宿舎生からは
「ゴミがたくさんあった」
「がんばった」
「ゴミ袋がいっ
ぱいになった」という感想もあり、町内会の一員とし
て地域活動に参加することができました。清掃後は東
中児童公園での「さくら祭り」にも参加させていただ
き、町内会の方に準備いただいたジンギスカンをおな
かいっぱいごちそうになりました。
その他、次のとおり町内・地域の方々の力もお借り
した取り組みを実施・予定しております。７月 14 日
㈭には商工会女性部の協力を得て寄宿舎の女子棟お
楽しみ会の中で、三味線の演奏を鑑賞させていただい
たり、ヨーヨー釣りを実施しました。10 月 27 日㈭に
は町内・地域の音楽サークルなどのいくつかの団体
を招いて「かいようミュージックフェスティバル」を
予定しています。このように、地域とのつながりを大
切にし、地域の教育力を活用した学校教育活動・寄宿
舎活動に取り組んでいくことを計画しています。
また、町内の個人や事業主の方々には「ボランティ
ア人材バンク」に登録いただいている方もおられま
す。これまでも、散髪や眼鏡の洗浄のために来舎して

いただいたり、行事のお手伝いなどに協力いただいた
りしております。以前には、インフルエンザが流行し
たり、標津川沿いに熊が出没して外出を控えたりした
ときには、近くの商店の方が出張販売に来舎していた
だいたこともありました。
施設の外へ集団で出かける機会を多くもつことは
難しいのが現状ですが、機会を見て地域に出かけ、ま
た地域の方々に足を運んでもらったりすることで交
流を深め、より地域に根ざした取り組みを今後も継続
していきたい考えています。
そして、より一層、
「えがお、かがやく」寄宿舎活動
の取り組みを推進していきたいと考えています。

教諭（寮務主任） 松橋 卓哉

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

俵 橋 小 学 校
☎７３－３８６９

８月30日㈫
10：45～11：30

夏休み作品発表会

養老牛小学校
☎７８－２２６０

９月２日㈮
13：05～13：50

学習参観日

学校行事だより

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

農業高校開放講座

〜各学校の体育大会＆修学旅行〜

現在、参加者を募集中の講座はつぎのとおりで
す。

○体 育 大 会
・中学校
計根別……………………………… ８月28日㈰

9/4 「親子で作ろう！うどん作り !!」
8/28「農産加工入門 ( 家庭でできるお菓子作り )」
※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。

○修 学 旅 行
・小学校
計根別・養老牛………… ８月24日㈬～25日㈭
・中学校
広 陵………………………９月５日㈪～８日㈭
今月は８月６日から９月８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。

くわしい内容は同校ホームページ (http://
www1.nakashibetsu.jp/nagri/index.
htm) でご覧いただけます。
お問合せ・参加申込みは、中標津農業高等学校
☎７８－２０５３まで。
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中標津町の皆さん、ご協力ありがとうございました！
７月 10 日に行われました『第３回なかしべつ ３３０°開陽台マラソン』！
２年ぶりに開催された今大会は道東特有の涼しい風が吹く中、ランナーに
とっては走りやすい気候での大会となりました。参加者 1,065 名、マラソン役
員約 500 名のご協力のもと、無事怪我もなく盛大に大会を終えることができま
した。
大会開催にあたり、たくさんのご協力・ご声援ありがとうございました！

第３回なかしべつ３３０°開陽台マラソン 記録一覧
競技種目
  男子

(21.0975㎞)   男子
  女子

５㎞

２㎞

門（対象）

１位入賞者

高校生～39歳の部

上林

亨

タイム
１：１５：１４

40歳～59歳の部

田中

耕一

１：１５：２５

60歳以上の部

中山

繁

１：２７：１４

高校生以上の部

浅沼

志保

１：２３：３２

  男子

高校生以上の部

田中

稔久

０：１７：４６

  男子

中学生の部

伊達

翼

０：１７：２４

  男子

小学4～6年生の部

藤岡虎之将

０：２０：１４
０：２１：４２

  女子

高校生以上の部

上林可奈子

  女子

中学生の部

大谷

花厘

０：１８：３６

  女子

小学4～6年生の部

佐藤

乃佳

０：２２：４５

  男子

小学4～6年生の部

野呂田礼行

０：０７：１８

  男子

小学1～3年生の部

三上

亮

０：０７：５８

  女子

小学4～6年生の部

前田

樹里

０：０７：４４

  女子

小学1～3年生の部

右代

優月

０：０８：５１

田尾

和祐

  ファミリーの部

０：０８：１５

田尾真之介

財団主催水泳教室

参加者募集中!!

「キッズ」ベーシックスイム（後期）

飛 び 込 み 教 室

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！

対象

小学１年生・２年生

日程

９月７日～11月30日

コース

受講料

•５時コース
•６時コース
4,600円（保険料含む）

定員

各コース

30名

※毎週水曜日〈全12回〉

日時

17:00～18:00
18:00～19:00
申込
期間

受講料

８月24日㈬
※休館日は受付
できません。

クロールをマスターした方！次のステップへ進もう！
本教室では「背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ」の中から
お好みの泳法の基本動作を習得します。
高校生以上

定員

30名

日程

10月４日～11月22日 ※毎週火曜日〈全８回〉
19:30～20:30

受講料

4,300円（保険料含む）

申込
期間

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

８月24日㈬
※休館日は
受付でき
ません。

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。

３泳法水泳教室

対象

対象

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

８月６日㈯～
９月16日㈮
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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。

ハーフ
マラソン

部
  男子

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

８月の本展

おはなし会

一般本展 『生きる力 ～再起する日本～』
★未曾有の大災害に見舞われた今の日本。でも…日本人に
は力があります。第二次世界大戦後の混乱から見事に復
活した「生きる力」が。図書館の本を通じて、その「力」
に迫ります。

読み聞かせや手遊びの楽しい時間
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

児童本展 『北海道青少年のための 200 冊』
★夏休みは、北海道青少年育成協会で毎年制定される 200
冊の本にチャレンジしよう！豊かで強い心を育む本たち
がいっぱいです。読書感想文にもオススメですよ。

新 着 図 書 案 内
『電気に頼らない涼しい生活』

『蝶は私を笑わない』

『コックのぼうしはしっている』
風吹知人／著

加藤清彦／監修

シゲタサヤカ／作（児童）

★主 人 公 の 長 井 は 男 性
…？セクシャルマイノ
リティーの人々の漠然
とした不安や帰属性の
不確かな自分という存
在。現代に生きる人々
が感じる、日々の不安
を主人公の心情から伝
える。

★住 環 境 の 対 策 法 、 節
電、正しい食事の摂り
方、体力維持の方法な
どを、衣食住＆医学の
専門家がくわしく紹介
します。暑い夏を快適
に乗り切りましょう。

『子どもの育ちを支える絵本』
脇明子／編著（一般）
『あした会社がなくなっても生きていく12の知恵』

大宮冬洋／著（一般）
『おもちゃの昭和史』
佐藤安太／著（一般）

★町でいちばん人気のレ
ストランで働く、店い
ちばんのウソつきコッ
ク。いつもウソをつい
て、仕事をさぼってい
ます。ある日とうと
う、コックの帽子の堪
忍袋の緒が切れて…！？

『別冊 図書館戦争Ⅰ（角川文庫）』 有川浩／著（ＹＡ）
『ふむふむ おしえて、お仕事！』 三浦しをん／著（ＹＡ）
『自殺者の森』
円山まどか／著（ＹＡ）
『はなかっぱとももかっぱ』 あきやまただし／著（児童）
『ルルとララのふんわりムース』 あんびるやすこ／著（児童）
『もっとくらべる図鑑』
加藤由子／著（児童）
『わんぱくだんのなつまつり』 ゆきのゆみこ／作（児童）
『ぺんぎんのたまごにいちゃん』あきやまただし／作（児童）
『さようなら、わたしの恋』

クロード・Ｋ.デュボア／作（児童）
『ちいさな死神くん』
キティ・クローザー／作（児童）
※（ＹＡ）：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

『いつものおかず満腹でもカロリー20％ダウン』

白野浩子／著（一般）
『僕がバナナを売って、算数ドリルをつくるワケ』

天野春果／著（一般）
『ネイティブならそうは言わない』

デイビッド・セイン／著（一般）
『どうかと思うが、面白い』
平山夢明／著（一般）
『彷徨う警官』
森詠／著（一般）

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（加速する近代化の10年、昭和36年～昭和45年）
財政再建団体の指定解除後、道路や河川の工事の他、学校や公共施設の新築
や開設など町としての基盤整備が進みます。昭和 40 年には開町 20 周年記念式
典が挙行され、あわせて中標津空港が開港。また、最初の団体移住から約半世
紀が経過し、各地域では周年事業が相次いでおこなわれ、記念誌には各地域に
おける苦難の記録が残されました。観光の要である開陽台では本格的に開発が
始まり、テレビ中継局の設置によって町内でのテレビ普及率がぐっと上がった
時期でもあります。他にも中標津高等学校のラグビー部が国体出場を果たした
り、映画の撮影（
「戦争と人間」
、
「家族」
）が町内で行われたりしました。
国内では、東京五輪開催、ビートルズ来日、三億円事件、学生運動、よど号事
件、大阪万博開催など大きな出来事の目立つ 10 年でした。

昭和40年7月1日：空港開港記念式のようす

☞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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〜 ズー

と

http://www.zncs.or.jp

うさ

ブ ラス

き／９月10日㈯
午後６時30分開場

ホームページ

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

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

共
主

催／北海道市町村振興協会
管／ズーラシアンブラス実行委員会

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。

中春別出身

なお座席を使用する場合はチケットをご購入
ください。

プレイガイド／しるべっと ほか

ＲＩＫＡの

チケット発売中！

ショーケース
＆講座開催!

飯田由美子

別海町中春別出身のプロダンサーRIKA率いる６

ソプラノ・リサイタル

名のダンスユニットが来町します。ナイキジャパン
契約アスリートやフィットネスプロスタッフとして
活動し、TRFバックダンサーやピラティス、バリ

～いま、想いを歌にのせて～

トンのパーソナル指導者としても活躍しています。
最近ではステージ構成や振付、ゲームソフトのキャ
ラクターモデル、ボディーパーツモデルなど幅広い

と

分野で注目されています。

き／８月27日㈯
午後６時開場

午後６時30分開演

【 ショーケース（ダンスミニライブ） 】

ところ／しるべっとホール

と

【Ⅰ部】童謡歌曲と日本の抒情歌・唱歌

き／９月17日㈯
９月18日㈰

【Ⅱ部】◦フランス歌曲とオペラ・アリア

ところ／しるべっと

◦川染雅嗣昭和音楽大学教授による色彩

入場料／1,000円

豊かなピアノの名曲をお楽しみくださ
い。

【 講

入場料／大人1,500円（当日2,000円）

プレイガイド／しるべっと

チケット
好評発売中！

主

催／あとりえ花音

共

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。

午後２時開演
コミュニティホール
８月10日㈬
チケット発売

座 】９月中旬に開催

○プロに学ぶダンスパフォーマンス
○楽しく踊ってシェイプアップエクササイズ
○アンチエイジングエクササイズ

高校生以下800円（当日1,000円）
※税込み、全席自由

午後７時開演

※９月号にて、くわしい募集内容を掲載します。
主

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

共

催／ヒップホップダンスサークル

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。

※子ども１名追加につき500円増し

主

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

「アロマ講座」

～香りでリラクゼーション～

ＣＡＪＯＮ（カホン）セミナー

アロマオイルって奥が深い。本物のアロマオイ
ルを使った癒しの空間づくりやその幅広い楽しみ
方をプロのコーディネーターから学びませんか。
と き／９月１日～ 10 月６日〔毎週木曜、全６回〕
午後７時～９時
ところ／しるべっと 第３研修室
内 容／基礎知識を学んだ後、本物のアロマオイ
ルを使った実技を通して、幅広い楽しみ
方を学びます。
（ボディパウダー等を作
ります）
講 師／熊谷 田鶴 氏（ＪＡＡアロマコーディネーター、
）
ハンドリラックスライセンス
受講料／ 4,000 円（全６回分）
持ち物／筆記用具、タオル、洗面器
定 員／一般成人 20 人
申込み／８ 月 25 日㈭までにしるべっと（☎７３
－１１３１ ) へ。定員になり次第、締め
切らせていただきます。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

今月の

ナカシベツ大学

受講生募集！

～パーカッション・サウンドの響きパート４～
木の箱で奏でるパー
カッション・サウンド。
ドラムのフレーズをカ
ホンに置きかえ基本演奏
からテクニックまでを、
わかりやすく説明します。
【 はじめて編 】
と き／９月２日㈮ 午後７時～８時30分
ところ／しるべっと 展示室
内 容／○カホンの構造 ○低音・高音の叩き方
○８ビート・16ビート ○楽曲の中の奏法
【 リズム編 】
と き／９月３日㈯ 午後２時～３時30分
ところ／しるべっと 展示室
内 容／○カホン演奏経験者や過去のカホン講座を受
講された方向けです。初級編から更に踏み
込んだ内容となります。
【共 通】
講 師／神田 直樹 氏（ロックバンド「ＯＬＤ」ドラマー）
受講料／各コース1,000円 ※カホン貸出料各500円
定 員／各コース12名（先着順）
持ち物／・カホン（お持ちの方） ・動きやすい服装
申込み／９ 月 １ 日 ㈭ ま で に し る べ っ と （ ☎ ７ ３ －
１１３１）へ申込みください。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

中標津

移住

10 0 年
記念講

座

「中標津が生まれた～農業～」
と き／８月 25 日㈭ 午後７時開始
ところ／しるべっと 第２研修室
ゲスト／根釧農業試験場旧庁舎本館保存推進会
会長 佐々木 信重 氏
コーディネーター／飯島 実 氏
アドバイザー／山宮 克彦 氏
聴講料／ 1,000 円
※当日、直接会場にお越し下さい。
主 催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
ＮＰＯ法人伝成館まちづくり協議会
中標津町郷土館

計根別

生涯学習情報

～環境整備をしていただきました～

計根別老人クラブの皆さんによる奉仕活動とし
て、交流センター敷地内に植えられている樹木の剪
定をしていただきました。また、計根別花壇クラブ
の皆さんには、花壇に花を植えていただきました。
交流センターの敷地内がとてもキレイに整えら
れ、華やかになりました。
計根別老人クラブ、計根別花壇クラブの皆さん、
ありがとうございました。

※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。

○釧根地区ラジオ体操・みんなの体操コンクール
と き／８月21日㈰ 午前10時～12時
ところ／しるべっと コミュニティホール
主 催／中標津地区ラジオ体操会

○第２回釧路バレエ・アカデミーなかしべつ定期発表会
と き／９月３日㈯ 午後６時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／1,000円（自由席）※当日、受付で販売
主 催／釧路バレエ・アカデミーなかしべつ

観覧
無料

○第６回五十嵐千智門下生ピアノおさらい会
と

き／８月28日㈰

○フリーマーケット

午後１時30分開演

と き／９月４日㈰ 午前10時～11時30分
ところ／しるべっと コミュニティホール 入場
無料
主 催／おもちゃ箱

ところ／しるべっと
主

コミュニティホール
入場無料
催／五十嵐千智ピアノ教室
7

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー情報
【スポーツ広場】

□スポーツ体験クラブ「カヌー体験教室」
と き／８月 21 日㈰ 午後１時～３時 30 分
ところ／丸山公園内の池

□さわやか体験広場
と き／８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、参加料１回100円（会員無料）



今年も中標津に科学の
お祭りがやってきます!!
約20の実験・工作のコー
ナーがあり、サイエンス
のおもしろさを見て・さわって・作って、楽しめ
る体験イベントです。
科学をもっと身近に・もっと好きになりましょ
う！ぜひお越しください！

き／８月30日㈫

教

授

増子

孝義

氏

准教授

相馬

幸作

氏

問合先／社会教育係
主

午後６時30分開演
コミュニティホール

参加
無料

と き／８月７日㈰ 午前10時～午後３時
ところ／中標津経済センター「なかまっぷ」
主 催／ＮＰＯ法人butukura
問合先／ＮＰＯ法人butukura
中司（なかつかさ）☎050-5809-7962

☎７３－３１１１（内線２７５）

催／中標津町教育委員会
東京農業大学生物産業学部

総合体育館基本構想町民説明会
総合体育館の基本構想を策定するにあたり、これまで検討
委員会を５回開催してきました。これまでの進捗状況を説明
し、町民の皆さんからのご意見をいただく機会として開催し
ます。

どなたでも参加いただけます。

と き ８月19日㈮ 午後７時開始
ところ しるべっと コミュニティホール
問合先／社会教育係☎73-3111（内線277）

編集後記

▼ 明後日 七
(日 は
) 七夕で
す ね。「 短 冊 に 願 い 事 を 書
くと叶う」との言い伝えか
ら、 一 昔 前 は 学 校 や 家 庭
に〝七夕飾り〟が普通に見
られました。願いが本当に
叶ったかどうかは定かでは
ありませんが、子どもたち
の楽しい行事でした。
でも最近、街中で〝七夕
飾り〟を見かけることはま
れです。平成っ子はどんな
風に願いを表現するので
しょうか。せめて天の川を
見上げ、織姫と彦星の、年
に一度だけの逢瀬に思いを
はせてほしいなぁと思うの
です。 
（Ｙ・Ｙ）

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（８月６日～９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、８月15日㈪、９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、８月８日㈪・15日㈪・22日㈪・
29日㈪、９月５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

みるくラボ201１

東京農業大学生物産業学部・中標津町連携講座

師／東京農業大学生物産業学部

〒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

なかしべつ科学フェスティバル

「エゾシカ･新たなる資源」

講

員／ 20 名（先着）

問い合せ

中標津町生涯学習研修講座

午後６時開場

象／町内の小学生（家族での参加も可）

定

申込先／運動公園管理棟、体育館、しるべっと

※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。

ところ／しるべっと

対

参加料／１名 500 円、２名 800 円、３名 1,000 円

□わくわくサタデー体験広場
と き／８月６日・９月３日
毎週土曜日 午前10時～11時30分
ところ／中標津体育館

と

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】

