
平成21年度 財団法人中標津町文化スポーツ振興財団事業報告書
（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

１．寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。

(１)文化鑑賞事業

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 しるべっと春の新作映画上映会
平成21年４月18日
　　　　４月19日

総合文化会館
子ども
～一般

振興が必要と思われるジャンルの鑑賞事
業。

1,804名
「旭山動物園物語」（上映２回）　「おくりびと」（上映３回）
※動物撮影の現場を語るスライドトークショー開催
※旭山動物園ロケ風景特別写真展開催

2
演劇公演
「天切り松 闇がたり」第二夜

平成21年９月８日 総合文化会館 一般
中標津高校卒業生すまけいと鷲尾真知子が
繰り広げる伝説の物語。

480名

3
町制施行60年記念あの時の感動をもう一度♪

日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団中標津公演
平成21年11月28日 総合文化会館

子ども
～一般

地域の状況から鑑賞する機会の少ないオー
ケストラ公演。

984名
指揮者～小林研一郎　ピアノ～小林亜矢乃
※事前クリニック、公開ゲネプロ・ｳｴﾙｶﾑｺﾝｻｰﾄの実施

4
フルートとギターコンサート
「またあえる／再会」

平成22年２月19日 総合文化会館
子ども
～一般

演奏家を派遣し、コンサート及び地域との
交流プログラムを実施。

243名
【公共ホール音楽活性化支援事業】
フルート奏者～荒川洋　ギター奏者～マーティン・フォーゲル

5
町制施行60年記念　道内ﾈｯﾄﾜｰｸ鑑賞事業

演劇「僕たちの好きだった革命」
平成21年６月４日 総合文化会館 一般

47歳の高校生と現代の高校生の対話をモ
チーフに、熱い思いを繰り広げる学園ドラ
マ。

604名

6 音楽セミナー（開陽台セミナー） 平成22年３月27日 総合文化会館
子ども
～一般

音楽分野のｾﾐﾅｰ及び発表会の場を設けるこ
とにより、音楽愛好家の技術向上を図る。

83名
出演：トリオトリプレット
主管：開陽台セミナー実行委員会

7 親子観劇会（なかしべつおやこ劇場）平成21年４月26日 総合文化会館 親子 親子で鑑賞できる人形劇等の公演を実施。 170名 「Trick to Trick」（ジャグリングパフォーマンス）

8
米村でんじろう先生のサイエンス
ショー

平成21年７月１日 総合文化会館
子ども
～一般

社会的にも影響の強かったサイエンス
ショーの開催。

昼722名
夜1,014名

中標津高校・中標津農業高校共同開催事業
昼：学校公演　　夜：一般公演

9
町制施行60年記念
ＮＨＫ放送共同開催事業

平成21年９月６日 総合文化会館
子ども
～一般

ＮＨＫ釧路放送局との共同開催事業。 935名 「ＮＨＫ総合のど自慢」　※前日予選会の実施

10
高嶋ちさ子
ハートフルクラシックス2009

平成21年９月23日 総合文化会館 一般
国内外で活躍するヴァイオリン奏者による
コンサート。

749名 延期事業

11
しるべっとで笑いまショー
２０１０よしもと爆笑ライブ

平成22年２月20日 総合文化会館
子ども
～一般

子どもたちとと父母、祖父母との触れ合い
から笑顔溢れる日常生活に貢献する事業。

976名 町民感謝還元企画

12
井上あずみ＆ドリーミング
ファミリーコンサート

平成22年３月31日 総合文化会館
子ども
～一般

子どもたちとと父母、祖父母との触れ合い
から笑顔溢れる日常生活に貢献する事業。

450名 町民感謝還元企画

スキマスイッチ TOUR 2010
　"ラグランジュポイント"

平成22年１月24日 総合文化会館
子ども
～一般

制作会社との共催形式で開催する事業。 910名 共催形式鑑賞事業

釣りバカ日誌20ファイナル
先行上映会

平成21年11月８日 総合文化会館 一般
中標津を舞台に撮影された釣りバカ日誌最
終シリーズの先行上映会。

1,846名
共催形式鑑賞事業
※写真展の開催・出演者及び監督による舞台挨拶の実施（上映２回）

14
しるべっと豪華２本立て！映画上映
会

平成22年３月14日 総合文化会館
子ども
～一般

舞台芸術鑑賞事業へのたくさんのご来場を
感謝して行う町民感謝還元事業。

659名
町民感謝還元企画
「カールじいさんの空飛ぶ家」　「笑う警官」

収　入　　３０，９６９，２３９円

経　費　　３１，９１９，１５３円

差　額　　　　▲９４９，９１４円

13



(２)文化振興事業

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 ブルースカイコンサート 平成21年６月７日 道立ゆめの森公園 一　般
発表の機会を設け、地元音楽愛好家活動
意欲振興を図る。

200名 地元吹奏楽団体（小学生から大人）120名の演奏会

2 新春書き初め会 平成22年１月８日 総合文化会館
小学生
～一般

伝統文化行事の継承を図る。 46名 協力：雨城書道同好会　作品展示会(１月９日～17日)

3 アマチュアバンドフェスティバル 平成21年６月28日 総合文化会館
高校生
～一般

地元バンドの演奏発表会を実施し、幅広
い層の鑑賞の場を設ける。

76名
出演７バンド
主管：同名実行委員会

4 第25回中標津書道公募展
平成21年10月15日
　　　～10月18日

総合文化会館
小学生
～一般

町民公募の作品を審査・表彰する事によ
り、書の普及と技術向上に資する。

606名 出品数140点

5 第22回なかしべつ美術展
平成21年11月13日
　　　～11月17日

総合文化会館
高校生
～一般

地元美術愛好家の作品を展示し、作家の
創作意欲高揚、作家の発掘を図る。

557名 出品数107点

6 町民ホール等活用事業 通　　年 総合文化会館
幼　児
～一般

個人・サークル等の各種活動の発表の場
を設け、活動の振興を図る。

2,248名
　1,652名

652名
2,773名
1,282名
474名

「懐かしのなかしべつｻﾝﾃｱﾄﾙ映画ﾎﾟｽﾀｰ展」平成21年4月21日～5月10日
「根室管内フォトコンテスト入賞作品展」平成21年5月16日～31日
「がくさんの200人絵手紙交流展＆4人展ﾌﾟﾗｽ人物画展」平成21年10月14日～17日
「思い出の標津線展」平成21年10月6日～22日
「ロビーコンサート」全13回
「ロビコン100回記念パネル展」平成21年6月8日～14日

7
芸術文化促進奨励事業
（中標津ゆかりの芸術展）

平成22年２月11日
　　　～２月17日

総合文化会館 一　般
中標津にゆかりのある作家等の美術展を
開催し、美術による文化振興を図る。

2,680名 「中標津ゆかりの芸術展 前田肇　陶芸・写真展」

8 小中学生総合作品展
平成22年２月11日
　　　～２月14日

総合文化会館
小学生
中学生

町内の小中学校生徒の冬休み作品展 2,495名 出品数298点

9
町制施行60周年記念
第32回文化講演会

平成21年７月４日 総合文化会館
小学生
～一般

各分野の専門家の話を聞くことにより、豊かな
生活をおくる為の知識を得ることができる。

516名
講師：北京五輪金メダリスト選手とルネサステクノロジ高崎事業所女子ソ
フトボール選手

10 しるべっと学園 通　　年 総合文化会館
小学生
～一般

生涯学習講座、教養講座、趣味の講座な
ど、町民の文化活動の振興に資する。

168名

「ジュニアハーモニー体験教室」「楽しいお菓子づくり講座」
「大人のピアノ講座」「津軽三味線体験講座」「日本史探究講座」
「ステンドグラス体験講座」「朗読・アナウンス基礎講座」
「サキばあちゃんの語りと尺八のコラボはどんなもん会」
「ママと楽しむカルチャースクール」

11 創造 しるべっとアトリエ促進事業
平成21年７月28日
　　　～８月14日

総合文化会館 小学生
創造豊かな個性あふれる子どもたちの育
成と発掘を図る。

3名 開陽窯制作体験　全５回

12
春のふれあいフェスティバル
木のぬくもりと遊ぼう おもちゃパーク

平成22年３月27日
　　　～３月28日

総合文化会館
幼　児
～一般

世代間で木の温もりに触れながら笑顔溢
れる日常生活に貢献する事業。

1,800名
町民感謝還元企画
木工制作体験　絵手紙づくり体験

13 元気クラブ 通　　年 総合文化会館他 小学生
青少年を対象とした体験機会を充実させ
た社会教育講座。

20名 全10回

14 中標津しらかば学園 通　　年 総合文化会館他 一　般
60歳以上を対象とした、講座・ｸﾗﾌﾞ活動
を中心とした生涯学習活動。

57名 全22回



15
（元気活性化事業）
第３期ナカシベツ大学

通　　年 総合文化会館 一　般
一般成人を対象とした長期的な学習講
座。

16名 全8回

16 第62回中標津町芸術文化祭
平成21年10月
　　　～11月

総合文化会館 一　般
個人・ｻｰｸﾙ活動の発表の場として芸能発表会・
合同華展・総合展覧会・文化ﾊﾞｻﾞｰを実施し、
活動意欲の向上を図る。

4,824名 「合同華展」「お茶会」「芸能発表会」「総合展覧会」「文化バザー」

17
公共ホール音楽活性化事業
アウトリーチ事業

平成22年２月17日
　　　～２月18日

総合文化会館他 小学生 地元との交流を図るプログラム。 552名
小学校・福祉施設で実施（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ、出前ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ、演奏ｸﾘﾆｯｸ等開催）
講師：フルート奏者　荒川　洋　ギター奏者～マーティン・フォーゲル

18 子どもステージinしるべっと 平成22年３月７日 総合文化会館
幼　児
～一般

地元で活動しているサークルや団体、または個
人でも参加可能な子ども達のステージ発表会。

600名 出演11団体

19 根室管内総合芸術展
平成21年11月26日
　　　～11月29日

根室市 一　般
根室管内の美術を一堂に会し、発表の場
を設ける。

97名 絵画、写真、陶芸、彫刻、書道　当町より21名出品

20 根室管内民謡のつどい 平成21年９月13日 標津町 一　般
根室管内の民謡団体が一堂に会し、親睦
交流と発表の場を設ける。

200名 当町より民謡団体３団体参加

21 根室管内文芸大会 平成21年９月26日 中標津町 一　般
根室管内の文芸団体の親睦を図る。また
投稿作品は文芸誌として発行する。

出品182名
出席36名

当町より出品数74点、出品者38名、出席者10名

22
釧路・根室地区公民館共同事業巡回展
釧根「絵手紙」移動展

平成21年９月26日
　　　～９月30日

総合文化会館 一　般
釧路・根室管内の絵手紙愛好者の相互交
流を図る。

794名

23 釧路・根室地区公民館共同事業巡回展
二科会写真部北海道支部写真展移動展

平成22年１月27日
　　　～１月31日

総合文化会館 一　般
釧路・根室管内の写真愛好者や地域住民
の鑑賞機会の提供。

809名

24 文化活動助成金事業 通　　年
文化振興事業を行う団体・個人を支援す
る助成制度を整備し、文化振興を図る。

3事業
「原信夫とｼｬｰﾌﾟｽ＆ﾌﾗｯﾂ ﾌｧｲﾅﾙｺﾝｻｰﾄ中標津公演」
「中のぞみｿﾌﾟﾗﾉﾘｻｲﾀﾙ」
「飯田由美子＆川染雅嗣ｼﾞｮｲﾝﾄｺﾝｻｰﾄ」

25 その他調査研究事業 通　　年
シアターネットかんげきへの参加、その
他研修

収　入　　５，６２３，１５０円

経　費　　６，０８５，９４１円

差　額　　　▲４６２，７９１円



２．寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業を実施した。

(１)スポーツ大会事業

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第49回根室管内ｽﾎﾟｰﾂ交歓大会 平成21年９月６日 根室市 一　般 ８種目 530名 中標津町120名参加

2
第２回根室管内親睦ミニテニス交流
会

平成22年３月14日 別海町 一　般 ミニテニス 116名 中標津町16名参加

3 第33回中標津バドミントン大会 平成21年５月31日 体育館
中学生
以　上

中学生以上を対象としたバドミントン
大会

76名 ダブルス／リーグ戦及びトーナメント戦

4 第32回なかしべつ陸上カーニバル 平成21年７月26日
中標津中学校
グラウンド

幼　児
～一般

幼児から一般を対象とした陸上競技記
録会

中止 フィールド・トラック競技

5 第21回中標津町ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成21年８月16日 体育館 一　般
一般町民を対象としたソフトバレー
ボール大会

中止 男子の部・女子の部・ミックスの部

6 第26回中標津町少年野球大会
平成21年９月26日
　　　　９月27日

運動公園球場 小学生 小学生を対象とした軟式野球大会
９ﾁｰﾑ
121名

トーナメント戦

8 クロカン・ナカシベツ２００９ 平成21年10月12日 運動公園
小学生
以　上

小学生以上を対象としたチーム対抗ク
ロスカントリータスキリレー

40ﾁｰﾑ
235名

ミックス・小学生低学年男女・小学生高学年男女
中学生男女・高校生男女・一般男女

9 第41回中標津ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成21年10月11日 体育館
高校生
以　上

根室管内の高校生以上を対象としたバ
レーボール大会

５ﾁｰﾑ
39名

男女６人制／リーグ戦及びトーナメント戦

10 第33回中標津町ｿﾌﾄﾃﾆｽ大会 平成21年10月４日
町営ﾃﾆｽｺｰﾄ
ふれあいﾃﾆｽｺｰﾄ

中学生
以　上

中学生以上を対象としたソフトテニス
大会

44名 ダブルス／トーナメント戦

11 第33回なかしべつｽｲﾐﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 平成21年11月３日 温水プール
幼　児
～一般

幼児から一般町民を対象とした競泳競
技

199名 50ｍ自由形　他

12 第36回中標津町小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成21年11月21日 体育館 小学生 小学生を対象としたバレーボール大会
11ﾁｰﾑ
125名

男女混合６人制

13 第33回中標津町ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会 平成22年１月31日
運動公園スケート
場

幼　児
～一般

幼児から一般町民を対象としたスピー
ドスケート大会

99名 オープン100ｍ・300ｍ・500ｍ・2000ｍＲ　他

14 第47回中標津町卓球大会 平成22年２月７日 体育館
小学生
以　上

小学生以上を対象とした卓球大会 120名 シングルス・ダブルス

15 第１回なかしべつ330°開陽台マラソン 平成21年７月12日 運動公園
小学生
以　上

小学生以上を対象としたマラソン大会 881名 ２キロ・５キロ・ハーフ

16
（元気活性化事業）
第３回ｳｯｷｰ大作戦 長ぐつdeｱｲｽﾎｯｹｰ

平成22年２月11日
運動公園ホッケー
場

４　歳
以　上

４才以上から一般を対象とした長靴ア
イスホッケー交流

25ﾁｰﾑ
197名

キッズの部・ステップの部・ジャンプの部・ジュニアの部

収　入　　　８，１８１，８００円

経　費　　１０，１６１，３９６円

差　額　　▲１，９７９，５９６円



(２)スポーツ教室事業

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第１回初級クロール教室
平成21年５月12日
　　　～６月４日

温水プール 一　般 一般を対象とした初級クロール教室 10名 全８回

2 第１回小学生水泳教室
平成21年４月17日
　　　～７月17日

温水プール
小学１
２年生

小学１･２年生を対象とした水泳教室 20名 全14回／潜る事が出来る子が参加可能

3 第２回小学生水泳教室
平成21年４月21日
　　　～５月21日

温水プール
小学１
２年生

小学１･２年生を対象とした水泳教室 15名 全８回

4 第３回小学生水泳教室
平成21年５月８日
　　　～６月３日

温水プール
小学１
２年生

小学１･２年生を対象とした水泳教室 11名 全８回／夜間の部

5 初心者水泳教室
平成21年６月30日
　　　～７月28日

温水プール
高校生
以　上

高校生以上を対象とした初心者水泳教
室

中止 全８回

6 第２回初級クロール教室
平成21年８月４日
　　　～８月27日

温水プール
高校生
以　上

高校生以上を対象とした初級クロール
教室

11名 全８回

7 ３泳法水泳教室
平成21年９月１日
　　　～10月１日

温水プール
高校生
以　上

高校生以上を対象とした３泳法教室
（バタフライ･平泳ぎ･背泳ぎ）

9名 全８回／１５Ｍ以上泳げる方が参加可能

8 飛び込み教室
平成21年９月２日
　　　～９月16日

温水プール
小学生
以　上

小学生以上を対象とした水泳飛び込み
教室

22名 全３回／２５Ｍ以上泳げる方が参加可能

9 第１回チビッコスポーツスクール
平成21年６月２日
　～22年１月24日

温水ﾌﾟｰﾙ・体育館
運動公園

小学校
入学前

小学校入学前を対象としたスポーツス
クール（水泳･基礎運動･スケート･長靴
ﾎｯｹｰ）

34名 全15回

10 第２回チビッコスポーツスクール
平成21年６月３日
　～22年１月24日

温水ﾌﾟｰﾙ・体育館
運動公園

小学校
入学前

小学校入学前を対象としたスポーツス
クール（水泳･基礎運動･スケート･長靴
ﾎｯｹｰ）

34名 全15回

11 第１回小学生スケート教室
平成22年１月８日
　　　～１月９日

運動公園ホッケー
場

小学生 小学生を対象としたスケート教室 23名 全２回／初めての子や氷上を歩くのがやっとの子が参加可能

12 第２回小学生スケート教室
平成22年１月８日
　　　～１月９日

運動公園ホッケー
場

小学１
２年生

小学１･２年生を対象としたスケート教
室

28名 全２回／氷上を走れる子や滑れる子が参加可能

13 キッズサッカー教室 平成22年３月20日 体育館 ４歳～未
就学児童

４歳から未就学児童を対象としたサッ
カー教室

14名 全１回

14 着衣泳体験教室 平成21年11月30日 温水プール
幼　児
～一般

着衣状態で水の抵抗を体験する 22名 全１回

15 スポーツ学講座 平成22年３月12日 総合文化会館
小学生
～一般

スポーツをサポートするためのスポー
ツ学講座

94名
全てのライフステージにおけるスポーツ・運動の為の栄養学
　講師：株式会社ウェルネスプランニング札幌 代表取締役 小松信隆

16 オリンピアンズふれあい交流事業 平成21年10月24日 運動公園球技場 小学生 オリンピアンと子どもたちの交流 45名
元オリンピックサッカー選手によるサッカー教室
　講師：廣長優志・泉美幸・川上直子

収　入　　２，２７５，６２０円

経　費　　３，０９０，６２９円

差　額　　　▲８１５，００９円



３．寄附行為第４条第１項第３号に掲げる事業を実施した。 ４．寄附行為第４条第１項第４号に掲げる事業を実施した。
スポーツ少年団育成事業 (１)加盟団体育成事業

中標津町スポーツ少年団を支援し、その育成を図る。 加盟団体を支援し、その育成を図る。
№ 団 体 名 団員数 指導者数 経　費 № 事 業 名 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 経　費

（内訳）
№ 団 体 名 会員数 助成金額
1 中標津町バレーボール協会 32 18,000
２ 中標津町ソフトバレーボール連盟 125 50,000 収　入　　１，５４０，０００円
3 中標津バスケットボール協会 42 21,000 経　費　　１，７２７，０００円
4 中標津町卓球協会 24 15,000 差　額　　　▲１８７，０００円
5 中標津町軟式野球連盟 449 160,000
6 中標津ソフトボール協会 248 91,000
7 中標津町パークゴルフ協会 121 48,000
8 中標津町ゲートボール協会 116 46,000
9 中標津サッカー協会 72 31,000
10 中標津町ラグビーフットボール協会 57 26,000
11 中標津ソフトテニス協会 28 16,000
12 中標津町テニス協会 26 16,000
13 空手之道世界連盟中標津支部 29 17,000
14 中標津剣道連盟 29 17,000
15 根室地区中標津地方弓道連盟 18 13,000
16 中標津町柔道同好会 37 20,000
17 中標津アイスホッケー協会 127 50,000
18 中標津スケート協会 26 16,000
19 なかしべつ歩くスキー同好会 70 31,000
20 中標津スキー協会 35 19,000

収　入　　　９０２，０００円 21 中標津水泳協会 22 14,000
経　費　　　９０２，０００円 22 中標津地区ラジオ体操会 107 43,000

23 極真会館中標津支部 38 20,000
1,878 798,000

(２)加盟団体交流事業
加盟団体の親睦のための交流パーティーを開催する。

№ 事 業 名 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数
加盟団体

ｽﾎﾟｰﾂ少年団

賛助会員

収　入　　　５１２，０００円
経　費　　　６１３，０２８円
差　額　　▲１０１，０２８円

62,700

9

6 44,000

38,500

60,500

一　般

小学生
中学生

小学生
以　上

ｱｲｽﾎｯｹｰ場

第10回初級者・超高齢者ゲートボール大会

第33回中標津町空手道選手権大会

第36回中標津町民剣道大会

平成22年１月17日

26,400 武道館

30,000
小中学生を対象とした空
手道大会

12

8

運動公園スケートリンクオープン記念
第29回中標津スピードスケート大会

通　　年加盟団体活動助成（内訳下記のとおり）

一　般

加盟団体

260名ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ
寿宴

加盟団体の親睦のための
交流パーティー

開催時期

5

6

37,400

3 中標津町空手道

合　　計

10

11
第7回アイスホッケーリンクオープン記念
長靴アイスホッケー中標津大会

9

7

8 40,7001

2

中標津町柔道 24

中標津町剣道 24

小学生
以　上

一　般第20回中標津バスケットボール協会長杯

60

3

6

75,900

24

47 8

一般を対象としたバス
ケットボール大会
初級者・超高齢者を対象
のｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会及び講習

34名

小中学生を対象としたス
ピードスケート大会

小学生以上を対象とした
剣道大会

第16回中標津サッカー協会メモリアルカップ
兼 日朝善友好サッカー大会

小学生
中学生

運動公園

体育館
平成21年９月19日
　　　～９月20日

25名

211名

一般を対象とした長靴ア
イスホッケー大会

スポーツ…通年の活動助成

30名

10ﾁｰﾑ
80名

スポーツ
23団体

30,000

30,000

21ﾁｰﾑ
220名

14ﾁｰﾑ
142名

1,138,000

30,000

65,000

798,000

15,000

65,000

各地のｻｯｶｰﾁｰﾑとの交流と
技術向上

開催時期

平成21年７月25日
      ～８月２日

ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ場

ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ

平成21年12月13日

平成21年11月16日

平成21年12月23日

武道館

平成21年12月６日

14

15

9

10

11

12

13

20

小　　計

16

17

18

19

中標津町丸山ファイターズバレーボール

21 なかしべつラグビースクール

中標津ホルスタインバレーボール

中標津ジャガーズ野球

中標津ホルスタイン野球

中標津水泳

7

8

4

5

6

養老牛リトルファイターズ

中標津ミニバスケットボール

中標津スピードスケート

中標津武佐少年

中標津町丸山ファイターズ野球

俵橋

中標津アイスホッケー 25

21

69

29

計根別ビクトリーズ

中標津サッカー

計根別ユニオンズ 14

29

44 8

12

18

30

47

3

2

5

3

9

6

10

606

15

19

8

17

3

4

6

30 4

中標津ジャガーズバレーボール

44,000

中標津スキー

6

5 62,700

37,400

17,600

26,400

91,300

1 文化とスポーツのつどい

5 24,200

854,700

42,900

121

平成21年12月４日

19,800

25,300

20,900

合　　計

1 「少年野球場オープン記念」少年野球教室 平成21年5月24日

16,500

39,600

運動公園 小学生 元プロ野球選手による野
球教室

120名 79,000

2 第30回全日本ｸﾗﾌﾞ選手権男子・女子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
選手権大会北海道予選会

平成21年６月６日
　　　～６月７日

運動公園 一　般 各地域予選を勝抜いたﾁｰﾑ
による北海道予選会

７ﾁｰﾑ
127名

210,000

4 第1回U-18日朝善ﾋﾟｮﾝﾌｧｻｯｶｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ根室大会
平成21年８月１日
      ～８月２日

運動公園 高校生 日朝による交流試合
７ﾁｰﾑ
70名

25,000

5
第32回東日本軟式野球１部･２部(北)北海道大
会

平成21年９月11日
　　　～９月14日

野球場 一　般
各地域予選を勝抜いたﾁｰﾑ
による北海道予選会

30ﾁｰﾑ
534名

50,000

合　　計 606 121 902,000

中標津町スポーツ少年団本部 47,300



５．寄附行為第４条第１項第５号に掲げる事業を実施した。
全国・全道大会等参加奨励事業

各種文化事業・スポーツ大会の参加奨励事業
№ 開 催 地 内　　容 経　費

1 釧路市 全道大会への参加遠征助成金 10,000

2 石狩市 全道大会への参加遠征助成金 30,000

3 札幌市 全道大会への参加遠征助成金 15,000

55,000

収　入　　　２００，０００円
経　費　　　　５５，０００円

６．寄附行為第４条第１項第６号に掲げる事業を実施した。 差　額　　　１４５，０００円
刊行事業

№ 事　業　名 発刊時期 対　象 内　　容 発刊数

収　入　　　３９６，９００円
経　費　　　２９８，９６５円
差　額　　　　９７，９３５円

７．寄附行為第４条第１項第７号に掲げる事業を実施した。

表彰事業

第19回 財団法人中標津町文化スポーツ振興財団表彰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文化・スポーツの分野で功績のあった次の16名・1団体を表彰） ８．寄附行為第４条第１項第８号に掲げる事業を実施した。

№ 表彰区分 管理運営受託事業

1 文化貢献賞 金子　砂緒里(楡の木コーラス）

2 文化貢献賞 故 宮　富美子（中標津フォークダンスサークル） 中標津町から指定を受け、次の施設の管理運営事業を行う。

3 スポーツ貢献賞 坂脇　孝一郎（中標津サッカー協会） № 施設運営収入

4 文化奨励賞 中標津中学校有志合唱団 1 123,298,000

5 スポーツ奨励賞 今野　茉林（水泳） 2 124,775,000

6 スポーツ奨励賞 品田 木乃葉（水泳） 248,073,000

7 スポーツ奨励賞 須田　希美（水泳）

8 スポーツ奨励賞 尾藤　秀甫（水泳） 収　入　　　２４８，０７３，０００円

9 スポーツ奨励賞 川村　聖亜（スケート） 経　費　　　２４５，０１４，４４０円

10 スポーツ奨励賞 岩田　和樹（スケート） 差　額　　　　　３，０５８，５６０円

11 スポーツ奨励賞 長谷川　翼（スケート）

12 スポーツ奨励賞 松本　彩映（陸上）

13 スポーツ奨励賞 荒関　悠嗣（陸上）

14 スポーツ奨励賞 船見　敏也（陸上） ９．寄附行為第４条第１項第９号に掲げる事業を実施した。

15 スポーツ奨励賞 志賀　友加里（少林寺）

16 スポーツ奨励賞 木下　夕貴（少林寺） 附帯事業

17 特別表彰（感謝状） 故 菅原　真一 自動販売機設置

収　入　　　　　　　　　　０円 コピー・印刷

経　費　　　　　８３，７５８円 公衆電話 収　入　　１，３０６，６５５円

差　額　　　　▲８３，７５８円 チケット販売 経　費　　　　１３９，６００円

差　額　　１，１６７，０５５円

合　　計

中標津町総合文化会館管理運営事業

中標津町営体育施設等管理運営事業（７施設）

施 設 名

298,965

被表彰者

事 業 名

第53回全日本軟式野球大会高松宮２部北・北海道大会

団 体 名

中標津町軟式野球連盟

中標津町ソフトバレーボール連盟

合　　計

第5回モルテンＣＵＰソフトバレーボール選抜優勝大会

第17回ミズノオープン男子ソフトボール大会北海道予選会 中標津ソフトボール協会

合　　計

一　般

中標津文芸第24号発刊 一　般2 平成21年12月25日

1
らいふまっぷ
（文化・スポーツ情報掲載）

通　　　　年

経　費

298,965

事業等、広く総合的文化・スポーツ情報の発信
を図る。（町生涯学習広報誌への情報提供）

0

文芸作品を投稿してもらい、本として発行す
る。創作意欲と文芸文化の振興を図る。

350冊


