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○と

初心者の方を対象とした探鳥会。
根室市内の森を散策しながら鳥を
観察します。

1 初心者向け探鳥会

どなたでも

き：平成３０年１２月９日（日）
8：00～11：00
○ところ：明治公園
○費 用：無料
○申 込：事前申込不要・会場集合
○その他：野外で活動できる服装でお越しくだ
さい。

お問い合わせ先

○と

初心者の方を対象とした探鳥会。
根室市内の森を散策しながら鳥を
観察します。

2 初心者向け探鳥会

どなたでも

き：平成３０年１２月１６日（日）
8：00～11：00
○ところ：市民の森
○費 用：無料
○申 込：事前申込不要・会場集合
○その他：野外で活動できる服装でお越しくだ
さい。

根室市商工観光課
〒087-8711
根室市常盤町２丁目２７番地
TEL：0153-23-6111

○と

第33回

3 首大会

根室市子ども百人一

参加チームを募集しています。

き：平成３１年１月２０日(日)
小学生・中学
９：００～
○ところ：根室市総合文化会館
生
○申 込：１２月２１日（金）まで
○と

近代五種競技
4 フェンシング体験

近代五種元日本ナショナルチーム
根室教室 選手が指導します！

根室市商工観光課
〒087-8711
根室市常盤町２丁目２７番地
TEL：0153-23-6111

根室市教育委員会社会教育課
〒087-0006
根室市曙町１－40
TEL：0153-24-3180
FAX：0153-23-6172

き：平成３０年１２月１６日(日)

小学生（３年
１０：００～１２：００
生以上）・中 ○ところ：根室市総合文化会館
学生の健康な ○費 用：無料
○当日の開始５分前までに会場に集合してくだ
男女

公益社団法人日本近代五種協会事務局
http://www.kingo.or.jp
TEL：03-3481-2393
FAX：03-3481-2429

○と き：毎週土曜日 14:30～15:00
幼児～小学生 ○ところ：根室市立図書館
○申 込：事前申込不要

根室市立図書館
〒087-0049
根室市弥生町２丁目５番地
TEL：0153-23-5974

０歳～３歳程 ○と き：毎週金曜日 11:00～11:15
○ところ：別海町図書館
度

別海町図書館
〒086-0201
野付郡別海町別海宮舞町30
TEL：0153-75-2266
FAX：0153-75-0506
Ｅメール tosyo@betsukai.jp

さい。

5 土曜おはなし会

6 小さい子のお話の時間

地域の住民による読み聞かせボラ
ンティアが、読み聞かせや工作な
どの体験活動を行うことにより、
読書活動の推進を図ります。

図書館職員が赤ちゃん絵本の読み
聞かせや手遊びなどをします。
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7 ぬいぐるみのおとまり会

事業のねらい・概要
ぬいぐるみたちが一晩、夜の図書
館でお泊りし、探検したり、絵本
を読んだりする様子を写真に撮
り、おすすめの絵本と一緒に翌日
お渡しします。

幼児からご高齢の方まで老若男女
問わず、寒さに負けずに外遊びを
8 チャレンジ ザ スケート教室 楽しめる、強い体と気持ちを育て
ます。「氷上アメまき大会」な
ど、楽しい企画もあります。

参加対象
(定員)

事業の日程・申込方法等

お問い合わせ先

３歳～６歳

き：平成３０年１２月２５日(火)
１５：３０～１７：００
○ところ：別海町図書館
○申 込：１２月１９日（水）まで

別海町図書館
〒086-0201
野付郡別海町別海宮舞町30
TEL：0153-75-2266
FAX：0153-75-0506
Ｅメール tosyo@betsukai.jp

幼児～一般

○と き：平成30年12月24日(月)、平成31年1月
9日(水),10日(木),14日(月),26日(土)
○ところ：別海町営スケートリンク
○申 込：１２月１９日（水）まで
○その他：保険については各自で対応してくだ
さい。

別海町総合スポーツセンター
〒086-0216
野付郡別海町別海141-10
TEL：0153-75-2882

○と

○と

郷土資料館ウインタースクー
ル
凧を作り、昔の遊びを体験しま
9 「昔の遊び 凧つくりに挑戦し す。
よう」

10 １日司書体験

カウンターで貸出・返却を体験し
たり、普段は入れない書庫を探検
したりします。

11 子ども下の句カルタ練習会

木札を取り合う「下の句カルタ」
を体験してみませんか。小学１年
生でも楽しく参加いただけます。

平成30年度 子ども・地域生
活習慣向上プロジェクト事業
12 全道フォーラム サテライト
会場

各地域における「子ども・地域生
活習慣向上プロジェクト事業」の
取組を基に交流・討議を行いま
す。

き：平成３１年１月１１日(金)
午前の部 10:00～12:00
小学生
午後の部 13:30～15:30
（午前・午後
○ところ：別海町郷土資料館
各先着１０ ○申 込：１２月２６日（水）まで
名）
電話・FAX・Eメールで氏名と電話番
号をお知らせください。
○と

き：平成３１年１月１４日（祝）

○締

切：１２月２４日（月）

町内在住の小
①10:30～ ②13:00～
③14:30～ 各60分
学生
（各回４名） ○ところ：中標津町図書館
○と

き：平成３０年１０月２日～
平成３１年３月１９日
町内の小中学
毎週火・木曜日 18:30～20:30
生
○ところ：中標津町西児童館
○締 切：９月２８日（金）
○と

一般

き：平成３０年１２月１７日（月）
１３：００～１６：４５
○ところ：標津町生涯学習センター「あすぱ
る」

別海町郷土資料館
〒086-0201
野付郡別海町別海宮舞町30
電話・FAX 0153-75-0802
Ｅメール kyoudo@betsukai.jp

（一財）中標津町文化スポーツ振興財団
〒086-1002
中標津町東２条南３丁目１番地１
TEL：0153-73-1121(中標津町図書館）

中標津町教育委員会社会教育係
〒086-1197
中標津町丸山２丁目22番地
TEL：0153-73-3111（内線268）
北海道教育庁根室教育局教育支援課社会
教育指導班
〒087-8588
根室市常盤町３丁目28番地
TEL：0153-23-6937

どさんこアウトメディア
プロジェクト・
ノーゲームデー
協賛事業
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第３回らいず会長杯
13 フロアカーリング大会

フロアカーリングで健康づくりと
多世代交流を楽しみます！

第３回むらたスポーツ杯
14 ミニテニス大会

カテゴリーに分かれているので、
誰でも気軽に参加できます！

参加対象
(定員)

羅臼町民

羅臼町民

事業の日程・申込方法等

お問い合わせ先

○と

き：平成３０年１２月１６日（日）
９：００～１２：００
○ところ：羅臼町 町民体育館
○費 用：らいず会員２００円
非会員３００円

ＮＰＯ法人
羅臼スポーツクラブらいず事務局
〒086-1823
目梨郡羅臼町栄町 羅臼町民体育館内
電話 0153-87-2408

○と

ＮＰＯ法人
羅臼スポーツクラブらいず事務局
〒086-1823
目梨郡羅臼町栄町 羅臼町民体育館内
電話 0153-87-2408

き：平成３１年１月１３日（日）
９：００～１２：００
○ところ：羅臼町 町民体育館
○費 用：らいず会員２００円
非会員３００円

どさんこアウトメディア
プロジェクト・
ノーゲームデー
協賛事業

