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楽しく健康づくりを！

体づくりに最適

いい汗かきましょう(^̲^)v
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だれもが参加できる楽しいイベント！

★この他にも様々な講習会や会員親睦行事も企画しています！

入会案内

入会には年会費が必要です。

■問合せ先

ＮＰＯなかしべつスポーツアカデミー事務局（中標津町運動公園管理棟）
クラブマネジャー 船山 幸利 1７２−８００３ FAX７２−８００９

食育コラム
４月に入り、希望と元気いっぱいの新一年生もい
よいよ学校給食デビューです。今まで愛情がいっぱ
い詰まったお弁当を食べていた子ども達は、初めて
の給食で見慣れない食材や味付け、量などに始めは
きっと戸惑うでしょう。ですが始めのうちは食べき
れなかった給食も、体の成長とともに徐々に食べる
ことができるようになっていくようです。子どもの
成長は本当に頼もしい限りです。

中標津町学校給食センター
学校栄養職員

梅原

知美

３．食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を
図ること
４．食糧の生産、配分及び消費について、正しい理
解に導くこと

学校給食の目標推進のために、まず一番大事にし
たいことは仲良く楽しく食べること。給食を通して
楽しさを知り、食に関する知識を深めることは、単
に「体の健康」を守るだけでなく、「心の育成」「社
学校給食は学校教育の一環であり、特別活動とし
会性の涵養」をはかり、さらに自らの健康を「自己
て学級活動の領域に位置付けられ、子どもたちの心
管理する能力」を培ってくれます。
身の健全な育成を図ることがねらいとなっています。
ご家庭でも日常の食事で会話を持ち、楽しく食事
をしてください。笑顔での楽しい食事は心にも体に
○学校給食の４つの目標
もとってもいい栄養になります。楽しい食事が何よ
（学校給食法第２条より）
りの食育です。
１．日常生活における食事について、正しい理解と
新一年生の皆さんにも早く給食になれて、毎日の
望ましい習慣を養うこと
給食に興味関心を持ちながら、みんなと仲良く楽し
２．学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと
い給食時間を過ごしてもらいたいと思います。

毎月19日は「食育の日」です。早寝・早起き・朝ごはん！

児 童 館 より お 知 ら せ
町内にある全児童館が結集する「じどうかん祭り」を、今年もしるべっとにて行います。
昨年は台風並の悪天候に見舞われた中での開催となりましたが、チャイルドアドバイザー・保護者ボラン
ティアのご協力をいただき、1300人を越える人でにぎわいました。今年も児童が生き生きと活躍する場と
して、昨年以上にお祭りを盛り上げていきたいと思っていますので、ぜひ実行委員として参加してみませ
んか？

「第26回じどうかん祭り」 と き／10月７日（日） ところ／しるべっと

自分の趣味や特技を持つ地域の方々を「チャイルドアドバイザー」として登録し、児童館および子育て支
援センターの事業において豊かな人間性と創造性を育む指導者として、次世代を担う子どもたちの健全育成
に寄与していただくことを目的とするものです。子どもたちに自分たちの経験や想いを伝えてみませんか？
平成18年度はボランティアの方に手芸、絵手紙、バトン、フォークダンス、昔遊び、日本の伝統的文化
などを教えていただきました。ジャンルは問いませんが、チャイルドアドバイザーの活動は、児童館で活動
可能な範囲となります。個人および団体でも登録はできますが、活動は無報酬となります。
いずれも、募集締切りは４月27日（金）です。詳細につきましては、下記に問合せください。
＝問合せ先＝ 子育て支援室 173−3111
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18年度 根室管内教育実践表彰
中標津小学校、
中標津農業高等学校が栄えある受賞！
「根室管内において、学校教育・社会教育に優れた実践活動を行い、その成果が顕著な学校・団体及び個
人を表彰し、もって管内教育の振興充実に資する」ことを趣旨とした、北海道教育庁根室教育局主催の平成
18年度根室管内教育実践表彰受賞者に、中標津町から中標津小学校と中標津農業高等学校が選ばれ受賞し
ました。
それぞれの日頃の実践活動をご紹介します。

☆中標津小学校（学校教育部門）
「確かな力をもつ子どもの育成」を目指し、子どもの
考える力を高め、一人一人の豊かな学びを育む教育活
動の充実に努め、大きな成果を上げています。
特に、多様な表現活動の場を設定し、
コミュニケーション能力の育成を図る
とともに、各教科においては、理解や
習熟の程度に応じた指導やチーム・テ
ィーチング等の指導方法や指導体制を
工夫し、きめ細かな指導をするなど、
子ども一人一人の良さや可能性を広げ
る学習指導の取組みは高く評価されて
います。

また、実践的な授業研究に取組む公開研究会を自主
的に開催し、授業改善を図り、教員の資質・能力を向
上させるなど、地域の信頼に応える学校づくりを推進
しています。

一人一人の豊かな学びを育む教育活動

表現力、創造力を養う集会活動

☆中標津農業高等学校（学校教育部門）

また、18年度は「日本学校農業クラブ北海道連盟意見
発表大会」を開催し、盛会裏に収めるとともに、本校
「郷土の発展に向け、自らの能力を発揮できる生徒の
生徒が環境部門で最優秀賞を受賞し全国大会に出場す
育成」を目指し、地域と連携した豊かな体験活動を通
るなど、北海道の「食と観光」を支える産業の後継者
して、生徒の主体性や創造性を培う教育活動の充実に
を担う夢と活力あふれる学校づくりを推進しています。
努め、大きな成果を上げています。
特に、生徒が講師を務める「計根別
食育学校」では地域の幼稚園児や小学
生とともに農作物の栽培、「食品加工
実習」では地域の人々に対し、乳製品
やソーセージの加工を体験させ、生徒
一人一人が有用感や存在感を味わい、
思いやりや物を大切にする心を養うなど、
豊かな人間性を育む取組みは高く評価
されています。
地域と連携した花壇造成
小学生への乳製品製造実習

学校行事だより
西竹小学校
○と
き 4月26日（木）

〜各学校の入学式〜
○小学校

○中学校

中標津東・丸山・計根別・俵橋・
俣落・西竹・開陽
４月６日（金）
中標津・養老牛
４月９日（月）

○小中学校
武

佐

４月６日（金）

広 陵・計根別
中標津

４月６日（金）
４月９日（月）

○高等学校
中標津
中標津農業
中標津高等養護

４月９日（月）
４月10日（火）
４月11日（水）

○内
容
○参加対象
○受付方法

12：45〜13：30
全学年の授業参観
町内の希望する方
西竹小校区以外に在
住の方は、前日まで
に事前申込みをして
ください。
（173−7247）

※このページの記事に関する問合せは、中標津体育館（1７２−２３１６）まで。

平成19年度
教室名

日

チビッコ
スポーツ
スクール

第１回小学生
水泳教室
第２回小学生
水泳教室
第３回小学生
水泳教室
第１回初級
クロール教室
初心者
水泳教室

程

回数

スポーツ教室のご案内
対象者

【水泳】
6月19日〜7月12日
毎週火・木曜日
16：30〜17：30
【水泳】
【基礎運動】
８回
10月3日〜10月17日【基礎運動】小学校入学前
毎週水曜日
の年長幼児
３回
15：00〜16：00
【スケート】
【スケート】
２回
12月25日・26日
火・水曜日
14：00〜15：00
4月20日〜7月27日
小学１・２年生
毎週金曜日
14回 ※潜れる子
16:30〜17:30
5月22日〜6月14日
毎週火・木曜日
小学１・２年生
８回
16：30〜17：30
6月20日〜7月13日
毎週水・金曜日
8回
小学１・２年生
18：00〜19：00
5月8日〜5月31日
毎週火・木曜日
一
般
８回
10：30〜11：30
7月3日〜7月31日
毎週火・木曜日
高校生以上
８回
19:30〜20:30

定員 受講料 締切

30人 5,000円 6／5

20人 4,500円 4／
15
30人 2,500円 5／8
30人 2,500円 6／6
20人 3,500円 4／
24
20人 3,500円 6／
20

中標津町運動公園は、今年５月から新たに球技場施
設が一部供用開始となります。夏季シーズンのスポー
ツもお楽しみいただけますので、多数のご利用をお待
ちしております。
なお、施設ご利用の際は、事前に申込みが必要とな
りますので、詳しくは運動公園管理棟まで問合せ下さ
い。

★水泳教室はすべて温水プールで行われます。チ
ビッコスポーツスクールの基礎運動は体育館、
スケートは運動公園アイスホッケー場で行います。
★第１回〜３回小学生水泳教室につきましては、
重複しての受講はできません。
★申込み締切日までに、中標津体育館窓口に直接
申込みしていただくか、往復はがきに希望教室
名・氏名・住所・電話番号・学年・保護者名を
記入し、中標津体育館までお送りください。
★電話・FAXでの申込み受付はいたしません。
★１枚のはがきで申込みができる教室・人数は、
１教室１人です。
★定員を超えた場合は後日抽選となり、少人数の
場合は中止となることがありますのでご了承く
ださい。
★都合により日程が変更となる場合がありますの
でご了承ください。
★スポーツ教室に参加される方は、スポーツ安全
保険に加入していただきます。（保険料は受講
料に含まれています。）
主催／7中標津町文化スポーツ振興財団

利用時間 管理棟
午前９時〜午後10時
第１球技場 午前９時〜午後10時
スピードスケート場広場 午前９時〜日没
※ただし、専用使用の申込みがない場合は、午後５時
までの開放となります。
問 合 せ 中標津町運動公園管理棟 172−8003
中標津体育館
172−2316

スポーツ少年団団員募集！
！
少年団名

水

泳

募集対象

募集人員

練習日程

練習場所

用具・費用など

小学１年生以上の
男女

10人程度

毎週火〜土
18：00〜19：30
初心者は入団後
日程を調節します

温水
プール

キャップ・ゴーグル
ビート板など
各自で用意

※競泳を目的とする

剣

道

小学１年生〜
小学３年生

多数

毎週水・土
（水曜日は夜間、
土曜日は午前中）

柔

道

小・中学生

多数

毎週水・金
18：00〜19：30

道

小学１年生以上の
男女

多数

毎週火・木
18：00〜19：30

小学２年生以上の
男女

若干名

毎週火・木 他
17：30〜19：00

空

手

ミニバスケット
ボール

小学１〜６年生
サ ッ カ ー

※年齢を問わず女子
団員も募集してい
ます

会

費

年会費10,000円
月コース料4,000円

月1,000円

武道館

体育館

柔道着7,000円〜
10,000円程度
各自で用意

12,000円
（月1,000円）

空手道着8,000円程度

年 会 費 12,000円
登録料（11月） 4,500円
武道館使用料 5,000円

バスケットシューズ

小学１〜３年生
月額1,000円
小学４〜６年生
月額2,000円

募集人数・年会費は学年により異なります。
詳しくは下記連絡先まで問合せください。
締 切／４月11日（水）午後７時
連絡先／五十嵐（焼肉万景）1７２−０７８７

※中標津町スポーツ少年団本部（中標津体育館）窓口まで申込みください。
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一般本展

『旅に出よう！』
★春の息吹を感じに旅に出てみませ
んか？旅行ガイドや桜の名所ガイ
ドetc、たくさんの 旅ガイド を
集めました。

児童本展『ドキドキワクワク、
チャレンジ絵本』
★心機一転。新学期が始まりました！ずーっと気にはなってい
たけれど、まだチャレンジしていなかった事、今年こそは絶
対にやり遂げてみたい事…未知の境地への挑戦と実行は、や
っぱりこの時期だよね！絵本の中のお友達もトライトライ！
さぁ、みんなも負けずに、新たな第一歩を踏み出してみて！

『ひとり日和』

『人生の疑問に答えます』
青山七恵／著（一般）
★20歳の知寿が居候する
ことになったのは、遠い
親戚の71歳の吟子さん
の家。ふたりが暮らした
春夏秋冬をとおして、ヒ
ロインの自立をしなやか
に描く。第136回芥川賞
受賞作。

『ゴー宣・暫 １』

穂村弘／編（ＹＡ）
★はい、あたし生まれ変わ
ったら君になりたいくら
い君が好き！『観覧車回
れよ回れ想ひ出は君には
一日我には一生』など、
与謝野晶子や北原白秋…
が詠んだ恋の短歌14首
を収録。

★養老的・太田的「現代人
の悩み克服術」。悩んで
も考えすぎない「頭丈夫」
で、人生も少しは楽に生
きられる！

『アヴァロン 恋の＜伝説学園＞へようこそ』
メグ・キャボット／作（ＹＡ）

勝井義雄／著（一般）

『超図解 Windows Vista 新機能ガイド』
エクスメディア／編（一般）
『恋をするターシャ』

『君になりたい 恋の短歌』

養老孟司・太田光／著
（一般）

小林よしのり／著（一般）

『北海道の活火山』

郷
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★『ふたりのハルニレ』『ちいさなまじょのぼう
けん』『わっ』の３点が新しく仲間入り！

ターシャ・テューダー／著（一般）

『これで解決！大人の敬語』

唐沢明／監修（一般）

『医者以前の健康の常識 ２』

平石貴久／著（一般）

『小説火の鳥』

手塚治虫／原作（ＹＡ）

『ドロドロ戦争』

ベアトリーチェ・マジーニ／作（児童）
星新一／作（児童）

『七人の犯罪者』
『ママ ほんとうにあったおはなし』

シャネット・ウィンター／作（児童）
『はるにうまれるこども』

にしむらかえ／作（児童）

標津岳

中標津町教育委員会

学芸員

春を感じさせてくれるもののひとつに、山菜でもおなじみのフキノ
トウがあります。
これはアキタブキの花なのですが、性別があるのをご存知でしょうか。
一見どれも同じに見えますが、もっとも簡単な方法…は「放ってお
くこと」です。
つまり、どんどん茎を伸ばして

トウ

が立ち、綿毛を散らすよう

左がオス、右がメス

になるのがメス花。一方オス花は小さいままで、ある時期を過ぎると
黒く腐ってしまいます。
実は、当然ながらよ〜く見ると花のつくりが違います。虫眼鏡で覗
くと違いもさることながら、思いのほかキレイな花に驚かされます。
中標津町郷土館ホームページ http://www.nakashibetsu.jp/kyoudokan̲web/index.htm

山宮

克彦

※このページの記事に関する問合せは、しるべっと（1７３−１１３１）まで。

やんちゃ横丁 たけちゃんの！

映
画

上映会

と

き

４月21日(土)
午後１時45分開場 午後２時開演
※公演60分、体験60分

ところ
と き 4月15日（日）
午後1時30分開場
午後2時〜4時上映

出 演
入場料

ところ しるべっとホール
前売券
売中
好評発
入場料

主

一 般（大 人）
1,200円（当日1,700円）
子ども（小学生〜高校生）800円（当日1,000円）
しるべっと、町体育館、交流センター、中尾
書店、明屋書店、東武サウスヒルズにてお求
めください。

しるべっと コミュニティホール
たけちゃん（武田つとむ／日本独楽博物館）
子ども（４歳〜中学生）
1,000円
大 人
1,200円
親 子（大人１人・子ども１人） 2,000円
〔全席自由・税込み・当日各300円増〕
※前売券はしるべっとで取扱っています。

こま・けん玉・まりつき・べ
ーごま・中国ごまなど、昔遊び
のパフォーマンスを見た後は、
みんなで実際に昔遊びを体験で
きます。
たけちゃんに遊び方を教えて
もらい、伝承遊びの達人をめざ
そう。

主

催 「武士の一分」北海道上映をする会
（財）中標津町文化スポーツ振興財団

催

なかしべつおやこ劇場
（財）中標津町文化スポーツ振興財団

アマチュアバンドフェスティバル
と き 4月19日（木）
と き 6月24日（日）
ところ しるべっと
コミュニティホール
参加条件／地元で活動しているアマチュアバンドで、
やる気！があれば年齢・キャリア・ジャン
ルは問いません。持ち時間は１バンド30分
以内（入替え込み）です。
参加料がかかります。
くわしくは問合せください。
申込方法／４月末日までに、しるべっと（173−1131）
へ電話または直接申込みください。
※このイベントは出演者で実行委員会を組織し、企画・運
営を行います。
※申込み多数の場合は、出演をお断りすることもあります。
あらかじめご了承ください。

午後6時30分開場
午後7時開演

ところ しるべっと 2階和室
出

演

春風亭勢朝
昭和54年、春風亭柳朝に入門。平成３年に
小朝門下となる。平成８年真打昇進。
三遊亭歌武蔵
大相撲武蔵川部屋の元力士。昭和58年、三
代目圓歌に入門。平成10年真打昇進。
木戸銭 2,000円（当日2,200円）
※前売券はしるべっとで取扱っています。
主 催 勢朝を聴く会
共 催 （財）中標津町文化スポーツ振興財団

毎月１回開催しているロビーコンサートは、どなたでも気
軽に出演、鑑賞できる催しです。
ひそかに練習していた楽器や歌など、ジャンルは問いません。
あなたの演奏を気軽に発表してみませんか？
問合せは、しるべっと（1７３−１１３１）まで。
主

催

と き
ところ

月１回土曜日（不定期）の午後２時から
しるべっと 町民ホール

なかしべつロビーコンサート実行委員会・（財）中標津町文化スポーツ振興財団
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※問合せはしるべっと（1７３−１１３１）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、しるべっと窓口で発売しています。

◎中村健吾トリオＪＡＺＺコンサート

○第21回阿部京子ピアノ教室発表会

と き／４月17日（火）午後７時開演

と

ところ／しるべっと コミュニティホール

ところ／しるべっと コミュニティホール

出

主

演／中村健吾（ベース）
海野雅威（ピアノ）

由
全席自

海野俊輔（ドラム）
入場料／一

般

中学生以下
主

2,500円
1,500円〔当日各300円増〕

催／音楽倶楽部

※３月号で掲載した料金に誤りがありました。
訂正しお詫び申し上げます。

○中標津社交ダンス研究会
ダンスパーティー

き／４月29日
（祝）午後１時30分開演
催／阿部ピアノ教室

料

入場無

○中標津町長杯 道東レディース
健康麻雀大会 参加者募集中
北海道では初の試みとして、女性だけの健康麻雀
大会を開催します。お気軽にご参加ください。
と

き／５月13日
（日）午前11時開始

ところ／しるべっと 展示室
対

象／女性の方、年齢は問いません

参加料／2,500円

と き／４月21日（土）午後６時30分開演

申込み・問合せ／麻雀道場「夢想」173−3575

ところ／しるべっと コミュニティホール

主

催／道東レディース健康麻雀クラブ設立準備室

入場料／1,000円

後

援／中標津町

主

催／中標津社交ダンス研究会

しるべっとからのお知らせ

しるべっと２階の託児室が、授乳コーナーとしても利用で
きるようになりました。どうぞお気軽にご利用ください。
なお、利用の際は事務室にお申出ください。
また、トイレにはおむつの交換ができるベビーシートやベ
ビーチェアも備えておりますので、安心してご利用ください。

１９年度 共催事業助成金の希望団体募集
（4月6日〜5月5日）
しるべっと（総合文化会館）・図書館・各体育施設の
休館日は、４月16日（月）です。毎月、第１・第３月曜
日が休館日です。
交流センターの休館日は、４月９日（月）・16日（月）・23
日（月）・30日（月）です。毎週月曜日が休館日です。
郷土館の休館日は、４月９日（月）・16日（月）・23日（月）です。
原則、毎週月曜日と祝日の翌日が休館日です。
※ゴールデンウイーク期間は休館しません。

（財）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の助成金交付希望団体を募
集しています。
申込み期限は５月末日です。
対象〜財団加盟団体・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、出版など。
くわしくは、（財）中標津町文化スポーツ振興財団

文

化振興係（1７３−１１３１）まで問合せください。

計根別生涯学習情報

学校開放

道東を中心として、第17回目を迎えますフォ
ークダンス大会「ステップインなかしべつ」が下
記のとおり開催されます。
多くの方々の参加をお待ちしております。素敵
なステップや自慢の衣装をぜひ見に来てください。
と

き／４月29日（祝）
午前９時30分〜午後３時頃
ところ／中標津町交流センター
連絡先 中標津フォークダンスサークル事務局
宮 富美子
（中標津町大通南１丁目

172―2068）

現在、小学生から中学生まで
団員21名。この恵まれた大自
然をフィールドに私達と楽しい
たくさんの思い出を作りましょう！
活動内容／毎月２回程度。土日に野外活動を１回。
平日に屋内で事前学習を１回。
対象・定員／小学１年生〜４年生 10名程度先着順
締 切 り／電話にて４月13日（金）までに申込みください。
後日入団案内を送付します。
会
費／年会費12,000円、育成会費2,000円、
その他帽子・スカーフ代等がかかります。
問合せ・申込み／緑の少年団 なかしべつ冒険クラブ
事務局（桐島）1７２−４２５０
※ 詳しい活動内容はホームページをご覧ください。
http://www3.plala.or.jp/bouken̲club/

うのあも取いそ陽クらちにのう入のがの枕▼
か旅な沢組るんのに立﹂感よでりほあ太草﹁
？にた山み中な美沈ちでじうすなとり陽子春
出もいを標素しむ昇す取な︒どんまをのは
てこてし津敵さ太る︒る自こをどす︑一あ
みの︑て町なは陽太開こ然こ見はか皆節け
て春魅い⁝出実⁝陽陽との中た︑︒さでぼ
は︑力る色会に大︑台が美標こ日今んすの
ど新は団々い見きダのでし津との時はが⁝
︵うた満体なに事なイ地きさ町が出の見︑﹂
くでな載や面満で空ナ平るをはなや子た夜有
まし発で人白ちすとミ線﹁じ︑い日どこ明名
︶ょ見す々いて︒夕ッかまかそそのもとけな
︒

︵
前
期
︶

の希望団体募集

教育委員会では町立学校全校の体育館を、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５月から10月まで（土・日曜
日、学校行事で使用できないとき
を除く）
※祝日も開放します。
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）
※暖房を使用のときは燃料費別途
利用方法
〈市街地の４校（中小・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４月12日
（木）午後５時までに、所定
の用紙で教育委員会に登録申込みをしてくだ
さい。
（用紙は教育委員会に置いてあります）
上記４校の学校開放については、４月20日
（金）
午後７時より役場にて説明会を行います。
〈上記４校以外の学校を利用する場合〉
利用日の７日前までに、学校に直接申込みし
てください。利用申請書は各学校にあります。

緑ケ丘森林公園パークゴルフ場および計根別正美公
園パークゴルフ場の利用シーズン券を下記のとおり受
付ます。
○事前受付 ４月16日（月）から
○受付場所 ㈱中標津都市施設管理センター
（ゆめの森公園管理事務所）の１ヶ所
中標津町北中２番地５ 172−0473
○申込みに必要なもの 申込用紙（窓口にあります）
利用者の顔写真（たて3cm よこ2.5cm）
○料 金
森林公園・正美公園パークゴルフ場
共通シーズン券 7,500円
正美公園パークゴルフ場単独シーズン券 3,750円
※障がい者は免除。証明書のコピーが必要です。
※料金はシーズン券と引き換えにお支払いいただきます。
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