今年度の芸術文化祭の日程が決定しました !
中標津の秋を代表するイベント・芸術文化祭が、今年もしるべっとと交流センター
を会場に下記のとおり開催されます。
町内で活動している文化団体が一堂に会し、ステージ発表や展示部門など多種多様
な内容で皆さんをお待ちしています。

第64回中標津町芸術文化祭


第29回計根別芸術文化祭

◎会場はすべてしるべっとです。



○見せます! フォークダンス

○芸能発表会
と

と

き／10月29日㈯～30日㈰
第１部（29日）午後１時開演（予定）
第２部（30日）午後１時開演（予定）

と

き／10月29日㈯～30日㈰
午前９時30分～午後７時
き／10月30日㈰

と

き／10月30日㈰

午前10時～午後５時

き／10月30日㈰ 午前11時～午後１時45分

○芸能発表会

午前10時～午後３時

と

○総合展覧会
会

午後１時～３時

○食の祭典! 計根別新そば祭り

○お茶会
と

き／10月23日㈰

○将棋大会

○合同華展
と

◎会場はすべて交流センターです。

期／前期：11月５日㈯～９日㈬
※７日は休館日です。
後期：11月12日㈯～15日㈫
午前９時～午後９時

き／11月13日㈰ 午前10時～午後３時30分

○お茶会
と

き／11月13日㈰ 午前10時30分～

○総合展覧会
会

期／11月19日㈯～23日（水・祝）
※21日は休館日です。
午前９時～午後９時

○しるべっと子どもゆめまつり
と


き／11月３日（木・祝）
午前10時～午後３時
【問合先】しるべっと

☎73-1131
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【問合先】交流センター

☎78-2270

あそびをやりました。ふだん家では絵具を何色も
使ったり、体や筆、スポンジ、さまざまな道具を
使い自由にお絵かきはなかなかできないので貴重

〜コミュニケーションスペースる・る・る
育児を楽しく!!

より〜

〜イベント活動でつながろ
う〜

楽しく育児していますか？お子さんと二人でう
つうつと過ごしてはいませんか？

な体験になりました。
ほかにもひな祭り、夏祭りに流しそうめんや屋
外でリトミック（リズムを使い音楽を体で体験）、

中標津町は町外からの転入が多いと聞きます。
という私も結婚を機に中標津に越してきました。
知り合いがいなくても何とか楽しく暮らしていま

別海へ遠足、バルーンアート教室、親子で楽しむ
ピアノコンサートといろいろ企画してきました。
★★★★★★★★★★★★★★★

したが、子どもが生まれてからはそうはいきませ
ん。
見知らぬ土地での子育ては大変ですよね。生活

そして今年も 10 月 31 日に毎年恒例のハロウィ
ンパーティーをやります。マントを羽織って勇者
になり障害物を超えてお菓子を取りに行こう！ほ

は思い通りにはならないし、子どもと二人きりで
は息が詰まります。そのうえこの子にも私にも友
だちが必要なのでは・・・？などと考えます。そ

かに簡単な工作やかぼちゃを使った手作りおや
つで楽しいひと時を過ごしましょう（参加費 500
円）。

んな時は楽しいイベントに参加して気分転換しま
せんか？
★★★★★★★★★★★★★★★
このゆびとーまれ！は自分たちがやりたいこと
を自分たちで企画して皆で楽しもうというサーク
ルです。イベントには会員でなくても、だれでも
参加できます。

サークルに入っていなくても季節のイベント、
パーティーには参加してみた～い。引っ越してき
たばかりで町のことが分からない方、友だちやい
ろんな子育て情報が欲しい方は、お気軽にお申込
みを。
お問合せは「る・る・る」まで ( ☎ 72-3259)

このゆびとーまれ 代表 石野真妃

佐藤暁先生（岡山大学）講演会

発達に困難を抱える子どもたちの親と関係者が、手を
取り合って地域で支えて行く活動をしている、釧根地区
ＡＤＨＤ・ＬＤ・ＰＤＤ懇話会中標津支部（通称どらえ
もんクラブ）の講演会です。

◎親部会を30日㈰午前10時から東小学校で開催予定です。
主 催／どらえもんクラブ
問合せは、中標津東小学校☎72-3314）村上まで。

【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
【スポーツ広場】

みんなで楽しく
いい汗！
いい笑顔！

□第５回「スポーツフェスティバル」

□わくわくサタデー体験広場

と き／10月29日㈯ 午前９時～正午
ところ／中標津体育館

と

き／11月５日
毎週土曜日 午前10時～11時30分
ところ／中標津体育館

内

※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。

□ミニテニスやってみる会

容／・新体力テスト
①握力 ②上体おこし
④反復横とび ほか
・軽スポーツ

問い合せ

と

き／10月７日・14日・21日・28日・11月４日
毎週金曜日 午後１時30分～３時
ところ／中標津体育館



※参加料100円（会員は無料）
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③長座体前屈

〒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

スポーツ情報

と き／10月29日㈯ 午後４時30分～６時
ところ／中標津小学校 視聴覚室
参加料／会員は無料
非会員 500円

家庭教育・子育て支援情報

今年は節分の豆まきと絵具で作品を作る造形

学校の情報

丸山小学校

農業高校開放講座

開校30周年記念

中標津農業高等学校では、
今年度より町民を対象とした
開放講座を実施しています。
現在、参加者を募集中の講座
はつぎのとおりです。
11/12,19,26「すぐに使える手話（手話の基本講座）」
※10月31日まで受付します。定員は10名で参加
無料です。

「丸っ子発表会」
丸山小学校は今年開校 30 周年を迎えました。
10 月 30 日㈰に行われる丸っ子発表会（午前８
時 30 分～午後 12 時 45 分）でも、30 周年を記
念した取り組みが行われます。そのひとつに、
学校の歴史や卒業生名簿をまとめた記念誌を作
成し、来校された方々に見ていただく企画があ
ります。
開校以来 1,875 名の卒業生を輩出した 30 年
間の歴史をまとめ、次世代へ繋ぐ記録です。当
日はぜひ丸山小学校へおいでいただき、子ども
たちの発表と一緒に丸山小学校の歴史もご覧い
ただければと思います（この記録は希望される
方に、有料でおわけすることもできます）。

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。
12月には「パソコンで年賀状づくり」「ミニ
門松、簡単しめ縄づくり」を開講予定です。11
月号で改めてご案内します。
お問合せ・参加申込みは、中標津農業高等学校
☎７８－２０５３まで。

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

10月６日㈭
13：40～14：25

開 陽 小 学 校
☎74－2101

10月７日㈮
13：00～13：45

中標津東小学校
☎72－3314

10月25日㈫・26日㈬
11：35～14：25

ロング参観日

中標津小学校
☎72－2565

10月27日㈭
～11月４日㈮
９：00～15：00

写

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

生

展

計 根 別………………………………… 10月23日㈰
開
陽……………………………… 10月29日㈯
中標津・俵橋・丸山………………… 10月30日㈰

学校行事だより
〜各学校の学芸会･文化祭〜

・小中学校
武
佐……………………………… 10月30日㈰

○学芸会
・小学校
俣
落……………………………… 10月15日㈯
中標津東……………………………… 10月16日㈰
養老牛・西 竹……………………… 10月22日㈯

○文化祭
・中学校
中 標 津……………………… 10月22日㈯・23日㈰

今月は10月５日から11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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http://www.zncs.or.jp

クロカン
特設コース発表！

クロカン・ナカシベツ２０１１
と き
ところ

ホームページ

10月10日（月・祝） 午前８時15分 開会式
中標津町運動公園 特設クロスカントリーコース

②

③
⑤
スタート・引継ぎ・ゴール地点

①：連続する急なアップダウンコースです。

その他

認ください。大会の情報はホーム
ページで随時更新していきます。

②・③：種目によってコースが分かれていますので、
ご注意ください。
④：橋があり道幅が狭くなっています。

主 催
問合せ

⑤：丸太ルートがあります。

くわしくは財団ホームページでご確

㈶中標津町文化スポーツ振興財団
中標津体育館 ☎７２－２３１６

第35回なかしべつスイミングフェスティバル

参 加 料／一人500円（保険料・プログラム代）

と

締 切 り／10月16日㈰

※申込時にお支払ください。

き／11月３日（木・祝）

そ の 他／本大会の記録は公認記録となります。

ところ／中標津町温水プール
対

主

象／町内在住の方・町内の水泳サークルに

催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
中標津水泳協会

所属している方
種

目／リレー種目を除き、一人２種目までエ

問合せ・申込み・要項配布

ントリーできます。

温水プール（☎７２-７００１）

申込方法／所定の申込書に必要事項を記入し、温

第１・第３月曜日を除く毎日

水プール窓口にて申込ください。

中標津スピードスケート少年団

新規団員募集!

募集対象／小学生～中学生の男女
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）
※シーズントレーニングのほか、学年によっては夏期
トレーニング、合宿などを行っています。
募集期間／10月10日（月・祝）～25日㈫
中 標津体育館で配布している指定の申込用紙に記入
し、窓口へ申込みください。
活 動 費／小学生低学年（１～３年生）13,000円
小学生高学年（４～６年生）15,000円
中学生
17,000円
☆募 集 期 間 終 了 後 の 申 込 み に つ い て は 中 標 津 体 育 館 （ ☎ ７ ２ －
２３１６）へ問合せください。
☆中標津スケート協会ホームページからも募集要項の確認、ダウンロー
ドが可能です。【http://n-speed.jp/index.html】
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温水プール利用時間
10月から５月まで
遊泳時間と開閉館時間が変更にな
ります。
お間違えのないよう、よろしくお
願いします。

☆月曜日から土曜日
区分
遊泳時間
午後
13：00～17：00
夜間
17：00～20：45
閉館時間は21：00

☆日曜日・祝日
区分
遊泳時間
午前
10：00～11：45
午後
13：00～16：45
閉館時間は17：00

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。

①

スケートリンク

大会本部
選手集合場所

正門

④

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

読書週間「信じよう、本の力」

「じゃがいもスタンプをつくってあそぼう!」

えほんでじゃがいものことを知ったあとは、
じゃがいもスタンプを作ってたのしくあそぼう！
と
き／11月６日㈰
○年中年長幼児 13:30～14:00
○小学生
14:30～15:30
ところ／しるべっと2階 第2研修室
定
員／幼児・小学生各先着20名
参加無料
申込期間／10月５日㈬～29日㈯
※定員になり次第受付を終了します。
※年中年長幼児は、必ず保護者同伴で
参加してください。

10月27日㈭～11月９日㈬
図書館では、読書週間にさまざま
な催しを行います。
ぜひお立ち寄りください。

●特別本展「道内縁の作家展」
中標津町在住作家の佐々木譲氏をはじめ、北海
道に縁のある作家の本をご紹介します。

●古本市

●１日司書体験

１冊10円!

司書のお仕事を体験して、図書館の
参加無料
裏側をのぞいちゃおう！
○小学１～３年生
と き／10月29日㈯  10:30～12:00  定員２名
○小学４～６年生
と き／11月６日㈯  10:00～12:00  定員２名
締 切／10月22日㈯
※定員を超えた場合は、締切後職員による抽選の
後、電話で連絡します。
※参加したことがない方を優先します。

町民の皆さんの厚意で集まった本を、１冊10
円で販売します！
会
場／図書館文化会館側 入り口前
販売時間／図書館開館中
主
催／青空本の広場実行委員会
※販売収益は図書館への寄贈図書購入費用とし
ます。

●ブックカバーを
１人１回１冊まで
かけませんか？

わくわくチャレンジ教室・１日司書体験申込先
中標津町図書館 ☎73－1121（窓口でも受け付
ています）

大切にしたい本やお気に入りの本に、ブックカ
バー（透明なフィルムカバー）をかけます。

10月の本展
一般本展 『中標津と文学』

児童本展 『食べ物はどこからくるの？』

★昭和 25 年に町制が施行され、今年で 61 年目となる中標
津町。中標津が歩んできた歴史を紹介し、その当時読ま
れてきた本を展示・貸出します。秋の夜長に、時の流れ
を感じてみてはいかがでしょう？

★いつも食べている食べ物は、どこから来るのか知ってい
ますか？スイカは木になる？ならない？また、お店で
売っている食べ物はどんな風に作られているのでしょ
う。食欲の秋は、食べ物の秘密を探ってみましょう！

新 着 図 書 案 内
『死を語り生を思う』


五木寛之／著（一般） 『行け！男子高校演劇部』

池田鉄洋／著（ＹＡ）

『13 歳の女の子に、親が教えるキーワード』

『松岡修造の人生を強く生きる 83 の言葉』


松永暢史／著（一般） 
松岡修造／著（ＹＡ）
『60 歳からのボケない熟睡法
』西多昌規／著（一般）
『絶品！おうち餃子』

夏梅美智子／著（一般）
『特許がわかるＱ＆Ａ』
 大塚国際特許事務所／著（一般）
『食べたら種まき』

ヒナ／著（一般）
『すごい実験』

多田将／著（一般）
山下純子／著（一般）
『「実のなる木」でつくるカトラリー』
『昼寝の神様』

松尾佑一／著（一般）
『オイラのありがとう作戦』

佐々木直人／著（一般）
『昭和史裁判』

半藤一利／著（一般）

『にんぎょのいちごゼリー』
末吉暁子／著（児童）
『子ザルのみわちゃんとうり坊』 深山さくら／著（児童）
『なでしこゴール！女子のためのサッカーの本』


砂坂美紀／著（児童）
『パンダもの知り大図鑑』
『斉藤さんがゆく』

倉持浩／著（児童）
祐天寺与太郎／作（児童）

『ピンクがすきってきめないで』


ナタリー・オンス／作（児童）
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※（ＹＡ）
：ヤングアダルトの略。中高生向けの本です。

風間 杜夫

き／12月15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

2011“秋”風とのハーモニー

～尺八・ケーナ・ハーモニカのミニミニコンサート～
と き／10月８日㈯ 正午開演
ところ／しるべっと前広場
※雨天、寒い場合はしるべっと展示室
出演者／尺八・ケーナ奏者 小高 瑞穂 氏  
中標津ハーモニカ同好会
特別参加／メイポールダンス 中標津ＦＤサークル
共 催／風とのハーモニー実行委員会
㈶中標津町文化スポーツ振興財団

※電 話予約、車椅子席については、しるべっと
(☎７３－１１３１)までお問合せください。

第27回中標津書道公募展
と

き／10月21日㈮～24日㈪〔４日間〕
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

北方領土のかたりべと親子観劇会
今夜は食べほうだい！

展示内容／町 内の書道愛好家から公募した作品
と、審査員の作品を多数展示します。
主
催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団
共
催／中標津町、中標津町教育委員会
主
管／中標津書道公募展実行委員会

演する
地で公
各
本
」の
日
えりっこ
「
団
劇
人形
！
公演です

今月の

幼児は無料です。
当日会場へお越しください。

ナカシベツ大学

聴講生をお待ちしています。

「ふるさと探訪」

と

き／10月８日㈯
午後１時30分開場 午後１時50分開演
ところ／しるべっと コミュニティホール
入場料／おとな券700円
子ども券500円（小学生以上高校生以下）
おやこ券1,000円（大人１名＋子ども１名）
※全席自由、税込、当日300円増し。
プレイガイド／しるべっと、中標津町交流センターほか

中標津

移住

10 0 年
記念講

座

かつての原野の市街地を巡る～開陽・武佐～
と き／10月16日㈰
≪集合≫正午 伝成館≪解散≫午後４時 伝成館
ゲスト／自分史を学ぶ友の会
会長 土田 良吉 氏 ほか
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
※バスで開陽・武佐地区を巡ります。
※興 味のある方は10月12日㈬までに、しる
べっと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
ＮＰＯ法人伝成館まちづくり協議会
中標津町郷土館

催／社団法人千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部
催／なかしべつ親子劇場
㈶中標津町文化スポーツ振興財団
管／おやこでカンゲキ実行委員会
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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。

入場料／1,000円 10月14日チケット発売!
※全席自由、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。
※１階席のみの販売となります。
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

主

実行委員募集!

公演日／平成24年２月29日（夜）
出 演／草笛光子・太川陽介
内 容／事 前の会議参加、当日の
軽作業
※興 味のある方は、10月20日㈭
までにしるべっと（☎７３－
１１３１）へ、お問い合わせく
ださい。

と

主
共

http://www.zncs.or.jp

演劇「６週間のダンスレッスン」

第34回文化講演会

「落語独演会＆トークショー」

中!
チケット発売

ホームページ

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 体験しながら

お疲れ女子のための

第24回なかしべつ美術展 作品募集中!

学べる

ビューティーヘルスケア教室

女性が自分自身の体に関心を持って、健康的な身体
づくりをしていくための教室です。身体のゆがみや冷
えは誰にでも起こる問題です。それらを解決して、美
しく、健康的に年を重ねていきませんか？
リフレクソロジスト、鍼灸師、産後セルフケアイン
ストラクター、保健師など、専門職のスタッフがあな
たの健康づくりのお手伝いをします。

～日ごろから描いているあなたの力作を

美術展に出品してみませんか～

出品方法／ 「出品票」をしるべっと窓口でお
渡ししています。
郵送を希望される方にはお送りい
たします。
応募資格／町内に在住し、美術を愛好する高
校生以上の者。または町内の高校
や美術団体に所属している高校生
以上の者（町外在住も可）。
申込期限／ 10 月 31 日㈪まで
会
期／ 11 月 19 日㈯～ 23 日㈬
午前９時～午後９時
※ 21 日は休館日です。
※作品の搬入は 11 月 17 日㈭
午前９時～午後５時
会
場／しるべっと
コミュニティホール・展示室
主
催／㈶中標津町文化スポーツ振興財団

と

き／①11月20日㈰ ②26日㈯ ③12月３日㈯
午前10時～11時30分
と こ ろ／しるべっと２階 和 室
対象・定員／20～40代女性 20名
申込方法／10月７日㈮～31日㈪までに、しるべっと
（☎73-1131）へ電話または窓口へ直接
申込みください（先着順）。
※①、③はひざ下が出せる服装、②は動き
やすい服装でお越しください。
受 講 料／500円(全３回分)
持 ち 物／マイカップ(ハーブティ試飲の為)
講 師／ママズケアそれいゆのみなさん
主 催／ママズケアそれいゆ
㈶中標津町文化スポーツ振興財団
助 成／公益財団法人キリン福祉財団

※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。

○㈳日本詩吟学院岳風会東・北海道岳風会
中標津支部第31回吟道大会

○第35回中標津町老人作品展示会
と

入場

と き／10月８日㈯ 午後12時30分開演 無料
ところ／しるべっとホール
主 催／㈳日本詩吟学院岳風会東・北海道岳風会
中標津支部

き／10月13日㈭～18日㈫
午前10時～午後４時
初日は午後１時から、最終日は正午まで

ところ／しるべっと
主

◎中標津町吹奏楽団30周年記念コンサート
と き／10月９日㈰ 午後６時開演
ところ／しるべっとホール
入場料／大人1,000円、高校生以下500円
※小学生以下無料。
主 催／中標津町吹奏楽団

展示室

入場無料

催／中標津町老人クラブ連合会

◎第20回中標津カラオケ協会20周年記念
北方領土返還要求啓発事業「カラオケ歌まつり」
と

○雨城書道教室社中展
と

き／10月９日㈰～12日㈬
初日は午後１時から 最終日は正午まで
ところ／しるべっと 町民ホール、展示室
主 催／雨城書道同好会
入場無料

き／10月16日㈰
昼の部

午後１時30分開演

夜の部

午後６時30分開演

ところ／しるべっとホール
入場料／300円（昼・夜共通券）
主

◎関谷圭司＆Ｊ・ＨｏＴダンスパーティー

催／中標津カラオケ協会

○中標津音楽センターエレクトーン科発表会

と き／10月10日（月・祝） 午後７時開演
ところ／コミュニティホール
入場料／1,000円
主 催／音楽倶楽部

と

き／11月６日㈰

午後１時開演

ところ／しるべっとホール
主
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催／中標津音楽センター

入場
無料

Vol.101

ƵƖƢǄƯܘ

武佐岳

中標津町教育委員会

学芸員

山宮

克彦

移住100年（時代はバブルだった10年：昭和56年～平成２年）
この 10 年間はちょうど 80 年代にあたります。そんな中、町内での大きな事件
や事故では 8000 万円強奪事件（昭和 56 年）や YS11 型機の着陸失敗による墜落
事故（昭和 58 年）があげられるでしょうか。町の施設整備では、市街地で３校目の
小学校となる丸山小学校の開校、現消防庁舎の開庁、学校給食センターや保健セン
ター、終末処理場などの設置がありました。また、本州系資本の大型店が進出を始
めた時期でもあります。
そして、年号は平成へと変わります。平成元年には、反対運動もむなしくＪＲ標津線が廃止。一方で現中標津空
港ビルが完成し、翌２年には東京直行便のジェット機が飛ぶようになり、さらに中標津高校の野球部が初の甲子
園出場と、中標津が輝いた年のひとつと言ってもよいでしょう。それと、ゴルフボール大のヒョウ（写真）が降っ
たのもこの年でした。

郷土学習情報

␕␡␕ίစƹ

☞中標津町郷土館ホームページ：http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan_web/index.htm

「体育の日」に
施設を無料開放

教育委員会では市街地校の体育館を、学校教育に
支障のない範囲で、下記のとおり団体のスポーツ活
動に開放します。
・開放期間 今 年11月から来年２月まで（土・日
曜日、学校行事で使用できない場合を
除く）※祝日も開放
・開放時間 午後７時から９時30分まで
・対
象 10人以上の団体
・使 用 料 夜間１時間（バドミントンコート１面
あたり）210円（税込み）
・利用方法
〈市街地５校（中小・東小・丸小・中中・広中）を利用する場合〉
 定期的な利用を希望する団体を対象としてお
り、事前に登録が必要です。
 希望団体は10月13日㈭午後５時までに、所定
の用紙（教育委員会にあります）で教育委員会に
申込みをしてください。
 申込団体を対象に、10月19日㈬午後７時より
役場にて説明会を行います。
〈上記５校以外の学校を利用する場合〉
 利用日の７日前までに、学校に直接申込みをし
てください。
利用申請書は各学校にあります。
問合せ／社会教育係 ☎73-3111（内線277）

10月10日（月・祝）
体育の日にスポーツに親しんでもらうことを目
的に、下記の町営体育施設が無料（個人使用料）で
開放されます。スポーツで頭と体をリフレッシュ
しませんか。
※混みあう場合は譲り合って使用しましょう。
※利用の際は受付をしましょう。
※各施設の利用上の注意事項を守って楽しく使用
してください。

  無料になる施設

☆中標津体育館
☆中標津町武道館
☆中標津町温水プール
☆中標津町営テニスコート（夜間照明含む）
☆中標津町営ふれあいテニスコート
☆森林公園パークゴルフ場
☆正美公園パークゴルフ場（計根別）

編集後記

▼ 九月末、町花エゾリンドウ
保護増殖事業のひとつとして
始まった移植が、四年目にし
て当初目標にしていた、千株
を超えることとなりました。
これはひとえに事業に対し
て理解・賛同・協力してくだ
さった皆さんのお陰によるも
のです。本当にありがとうご
ざいました。
ただ、これで事業が終わり、
と い う わ け で は な く、“ 移 植
についてはひと区切り”とい
うことで、今後も「中標津の
自然を知ろう会」と農業高校
とのパートナーシップのもと
に、研究や整備を進めていく
予定です。 
Ｙ
( ＡＭＡ )

各生涯学習施設休館日のお知らせ
（10 月６日～ 11 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、10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、10月11日㈫・12日㈬・17日㈪・
24日㈪・31日㈪ 、11月４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。
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（後期）

学校開放 の利用団体募集

