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教育情報誌

2018（平成30）年６月１日 第249号 標津町教育委員会 ☎0153-82-2900

　町民の学びを推進する標津きらり大学の開校式が５月13日、町生涯学習センター
あすぱるで開かれ、町内外から約70人が訪れ学びの成果を称える称号授与式と記念
講演会が行われました。
　同大学の単位数を一定以上に取得した14人（対象者は下記のとおり）に対して、
金澤学長から認定証と更なる生涯学習の向上へ激励の言葉が贈られました。
　また、札幌交響楽団コンサートマスターでヴァイオリニストの大平まゆみさんが
「音楽のちから～五感を刺激する生の音楽～」と題して、生の音楽には力がある実
例を自身が体験したエピソードとヴァイオリンの音色を交えて講演。来場者は大平
さんが奏でる音色に酔いしれ、音楽の素晴らしさを伝える姿勢やたゆまぬ努力に感心していました。

平成
30年度標津きらり大学開校式を挙行

称号授与・表彰対象

★同大学に関することは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）まで問合せください

★キッズ学び　奨励賞【30単位】：山田　凌大さん　船山慎ノ介さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　太田珠璃那さん　相馬　麻菜さん
★きらり大学「学士」　　【50単位】：三上　昭子さん　佐々木　澄さん　佐藤　淳子さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　稗貫　明美さん　田中　長未さん　本村美津子さん
★きらり大学「博士」　　【150単位】：村山　杏樹さん
★きらり大学「教授」　　【200単位】：村山　夏萌さん　中野ヒロコさん
★学　長　奨　励　賞　【300単位】：我妻　幸子さん
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　町教育委員会では北海道教育大学釧路校と連携し、
次の日程でサイエンスフェアを開催します。
　このフェアは７月と１月の年２回行っており、大
学生の皆さんが身近な材料を使った科学実験や、簡
単な実験道具の作り方を教えてくれます。この機会
に科学に触れてみてはいかがでしょうか。

■日　時：７月14日㈯　10：00～
■会　場：町生涯学習センターあすぱる
■参加費：無料
■対　象：町内の保幼小中学生
　　　　　　※園児は保護者同伴での参加をお願いします
■申込み：�７月頃に各園学校を通じて配布されるチ

ラシをご覧ください

～楽しく科学を勉強しよう～標津
サイエンスフェア 夏

★詳しくは町生涯学習センターあすぱる
（☎82-2900）へお気軽にお問合せください

　わがまちの産業や自然、文化など、ふるさと体験を通じ
てまちの魅力を発見することを目的に隊員を募集します。
　第1回目はポー川史跡自然公園でアイヌ文化学習などが
行われます。
　親子での参加はもちろん、お友達とお誘い合わせのうえ、
ぜひご参加ください。

　北標津の大桃好子さんから絵本「牛の天
使　モージェル」を寄贈いただきました。
　大桃さんは、自身の体験を基に標津牛乳
のマスコットキャラクター「モージェル」
を発案した方です。
　「モージェル」は牛乳普及のイベントな
どで町民の皆さんもお目にかかる機会があ
ったと思いますが、この度、長年温めてき
たモージェルへの想いを、関係者の理解と
協力を得ながらモージェル誕生ストーリー
として出版されました。多くの皆さんにモ
ージェルのことを知ってほしいとの大桃さ
んの思いから、図書館のほか、こども園や
学校、児童館などにこの絵本をいただきま
した。

　第１回目はポー川で歴史や自然に触れていきます。縄文祭
りを楽しんだり、カヌーで川辺の植物を観察したり、イチャ
ルパの見学など盛りだくさん！

◆日　時　６月17日㈰　９時50分～15時40分
◆場　所　ポー川史跡自然公園　　◆参加料　500円
◆申込み等　５月下旬に配布されたチラシをご覧ください

◆開催日　７月29日㈰　　◆場　所　薫別漁港
◆申込み等　６月中旬に配布するチラシをご覧ください

　第２回目は地引き網体験です。みんなで協力して網を引っ
張ろう！
　魚はたくさん掛かっているかな？

薫別の海で地引き網体験第２回

イチャルパ見学

地引き網体験

ありがとう

ございま
した

参加は無料ですので、皆様のご来場をお
待ちしています。

★お申込み・お問合せは町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までお問合せください

隊員募集しべつを
知り隊

絵本の
寄贈

ポー川史跡自然公園でアイヌ文化学習第１回
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◦�町内在住又は町内で勤務してい
る方で、年齢が概ね20歳〜40
歳の方

◦�標津町が好きで愛着をもってい
る方、標津をもっと知りたい方

◦�地域の活性化のために共に活動
をしていただける方など

対象者

★お申込みする方は、町生涯学習センターあすぱる（☎82-2900）までお問合せください

しべつ未来塾生

標津町スポーツの町宣言30周年
記念事業

気軽に
参加してネ

の募集
　しべつ未来塾は、現在18人の塾生が
所属して、自らの合意形成のもと日々活
動しています。地域を盛り上げる活動や
自身のスキルアップなど、さまざまな活
動を行っています。仲間と共に活動して
いだける方々を随時募集しています。

　本町は昭和63年の「スポーツの町」宣言から、今年で30周年の節目を迎えます。この節
目の年を記念して、テレビでお馴染みのキャスターや世界中で活躍した方を招いて、次の事
業を開催しあらためてスポーツの魅力を発信します。

　「世界ふしぎ発見！」の司会をはじめ、TVキャス
ターとして活躍中の草野　仁氏を講師に迎え開催し
ます。バラエティー番組にも出演し、自身の強烈な
肉体とユーモア溢れる一面
を見せ活動の場を広げてい
ます。
　ユニークなエピソードを
中心に、チャレンジ精神を
もって活動してきた経験を
語っていただきます。実直
で、温かい草野氏の人柄を
間近に感じることができる
講演会に多数のご来場をお
待ちしております。

　現在、世界選手権大会で大活躍の日本卓球
界。チャンピオンの中国の技術に触れる機会
です。

文化・スポーツ講演会 卓球講習会

19：00〜金曜日
11月30日

標津町生涯学習センターあすぱる会場

入場料

無料
どなたでも

入場いただけます

馬
ま
　佳
けいもう
濛　氏

仙台大学准教授
平成８年全中国女子ダブルスチャンピオン

講師

草
くさの
野　仁

ひとし
　氏講師

9：00〜15：00
土曜日6月23日

町総合体育館会場

参加料

無料

町内の卓球愛好者及び町民の方
(見学のみ可)

６月20日㈬
まで総合体育館へ

参加対象

申　込　み
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場所：あすぱる
　　　展示コーナー

事業・行事名 期　　日 時　間 対　象 会　　場

ウォーキング広場
６/�１、６，８、13、15、
20、22、2７、29、

７/�４、６、11、13、18、
20、25、2７

18：30 一　般 町内

ホクレン旗兼スタルヒン杯兼道東８地区少年野球大会支部大会 ６/２ 9：00 小学生 球場
管内スポーツ推進委員協議会総会・研修会 ６/３ 10：30 一　般 あすぱる
チャレンジデーカップミニテニス大会 ６/３ 9：30 一　般 総合体育館
国体一般野球大会支部大会 ６/３ 8：00 一　般 球場
第25回町パークゴルフ協会長杯大会 ６/３ 9：00 一　般 川北PG場
スポーツ体験教室 ６/４，25、７/２、９ 16：00 小中学生 総合体育館
ラージボール卓球教室（健康ポイント対象事業） ６/４、６、11、13 10：00 一　般 総合体育館
ヨーガ教室（健康ポイント対象事業） ６/４、11、18、25 19：00 一　般 あすぱる

よさこいソーラン教室 ６/４、11、18、25
７/２、9、23、30 19：00～20：00 幼　児 川北体育館

親子水泳教室 ６/６、８、13、15 15：30 親　子 プール

英会話教室 ６/６、13、20、27
７/４、11、18、25 18：00～20：00 小学３年以上 あすぱる

スポーツの町宣言30周年記念マラソンパークゴルフ大会 ６/10 9：00 一　般 町内PG
管内スポーツスポーツクラブ協議会総会・研修会 ６/12 14：00 一　般 あすぱる
北標津高齢者学級 ６/13 9：00 会　員 根室市
ふまねっと健康教室 ６/15、７/20 19：00～20：00 一　般 川北生涯学習センター
高松宮賜杯野球大会2部支部大会 ６/1７ 8：00 一　般 球場
第10回標津町連合町内会対抗親睦交通安全パークゴルフ大会 ６/1７ 9：00 一　般 古多糠PG場
しべつ縄文の里ポー川まつり ６/1７ 10：00 一　般 ポー川
第１回しべつを知り隊「標津イチャルパ・縄文まつり」 ６/1７ 10：00 小中学生 ポー川
体組成計からだチェックデー ６/19、７/10 10：00、18：00 一　般 総合体育館

ミニテニス教室（健康ポイント対象事業） ６/19、21、2６、28、
７/３、５ 10：00 一　般 総合体育館

初心者水泳教室 ６/20、22、2７、29、
７/４、６ 18：50 小学生 プール

スポーツの町宣言30周年記念「馬佳濛」氏卓球講習会 ６/23 9：00 小中高一般 総合体育館
第39回町民300歳ソフトボール大会 ６/24 8：30 高一般 球場ほか
管内中体連バレーボール大会 ６/30～７/1 9：00 中学生 総合体育館
管内中体連剣道大会 ６/30 9：00 中学生 鳩ヶ丘体育館
野付半島丸ごとウォーニック ７/１ 9：00 小中高一般 野付半島
高松宮賜杯野球大会２部支部大会 ７/１ 8：00 一　般 球場
第24回根室地区PG協会連合親睦大会兼JALカップ予選大会 ７/１ 9：00 一　般 川北PG場
ラジオ体操指導者講習会 ７/８ 9：30 一　般 総合体育館
会津松平家14代当主講演会 ７/８ 13：30 一　般 あすぱる
管内カデット卓球大会兼全道予選会 ７/14 9：00 小中学生 総合体育館
第14回町民親睦パークゴルフ大会 ７/14 9：00 一　般 川北PG場
サイエンスフェア（夏） ７/14 10：00 小中学生 あすぱる
東日本2部野球大会支部大会 ７/15 8：00 一　般 球場

図書館カフェ「カフェ�リブロ」 ７/19 10：30～15：00 一　般
（高校生以下対象外） 図書館

スポーツゲームスイン標津「岩崎清信」氏卓球講習会 ７/21 9：00 小中高一般 総合体育館
東日本２部野球大会支部大会 ７/22 8：00 一　般 球場
根室管内民謡のつどい ７/22 12:30 民謡愛好者 あすぱる
東日本１部野球大会支部大会 ７/29 8：00 一　般 球場
第２回しべつを知り隊「地引網体験」 ７/29 今後決定します 小中学生 薫別漁港

６・７月分イベント情報

７月展示
作　　品 作　　者
温故知新 唐　沢　岳　夫

砂浜のはまなす 沖　津　日出雄
河口辺り 大　本　　　靖

（敬称略）

６月展示
作　　品 作　　者

ヤシの実を割る男 大井戸　百合子

※�作品の展示内容は、急きょ変
更することがありますのでご
了承ください。�

６月・７月のお知らせ

河口辺りヤシの実を割る男

あすぱる所蔵品
作品展


