
平成22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22年4月1日～平成23年3月31日）

１．舞台芸術鑑賞事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 大黒摩季＆ＫＡＺＵＭＩﾄﾞﾘｰﾑﾗｲﾌﾞ 平成22年9月29日 総合文化会館 一　般
北海道出身でメディア力のある人気の高い
ポップアーティストによる北海道ツアー

922名

2
三遊亭楽太郎改め六代目三遊亭円楽襲名披露口上

特別落語会
～さよなら楽太郎・こんにちは円楽～

平成22年11月8日 総合文化会館 一　般
笑点でおなじみの落語家円楽の襲名披露落
語会を開催。

749名 北広島市との連携事業

3 ドラえもん 不思議な星のなかまたち 平成22年8月22日 総合文化会館 親　子
親子で楽しめるファミリーステージショー
を開催。

633名
2回公演／1回目400名、2回目233名
北見市との連携事業

4 ＜学校共同開催事業Ⅰ＞
劇団四季こころの劇場「ｴﾙｺｽの祈り」

平成22年8月30日 総合文化会館 小学生
次世代の心の育成を目的に小学4～6年生を
招待する。

932名

5 ＜学校共同開催事業Ⅱ＞
コンドルズ北海道ツアー

平成22年9月24日 総合文化会館
子ども
～一般

町内高等学校と連携した舞台芸術鑑賞。 571名 共催：北海道文化財団

6
＜特別普及選定事業＞
しるべっと映画上映会

平成23年3月26日
　　　　3月28日

総合文化会館
子ども
～一般

旬な作品を選定し、映画観賞の普及振興の
ために上映する。

676名 3作品上映：「ゲゲゲの女房」91名、「ハナミズキ」205名
　　　　　 「おまえうまそうだな」380名（春休み映画上映会との連携事業）

7 ほくでんファミリーコンサート 平成22年7月2日 総合文化会館
子ども
～一般

北海道電力との連携により、札幌交響楽団
を招聘した演奏会を開催。

785名

8
＜公共ホール音楽活性化独立事業＞
フルートとギターコンサート

次年度へ見送り
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。

9
＜財団創立20周年記念事業＞
道内ネットワーク鑑賞事業
演劇「華々しき一族」

平成22年11月24日 総合文化会館 一　般
戦前のモダニズムの代表作。名俳優 若尾文
子・西郷輝彦らの芝居で国内トップの舞台
芸術作品を開催。

673名 「シアターネットかんげき」との連携事業

10 がーまるちょば全国ツアー 平成22年10月11日 総合文化会館
子ども
～一般

世界で活躍するパントマイム集団によるサ
イレントコメディーショー。

732名

11
＜ＮＨＫ放送共同開催事業＞
財団20周年・落成15周年記念
「オンバト＋」

平成22年7月17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。 737名

12 音楽セミナー（開陽台セミナー） 平成23年2月22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。

74名
講習会34名、演奏会40名（シエナウインドオーケストラ）
共同主催：開陽台セミナー実行委員会

13 親子観劇会（なかしべつおやこ劇場） 平成22年6月12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。 100名
公演作品：「100万回生きたねこ」
共同主催：なかしべつ親子劇場

＜共催形式鑑賞事業＞
岡本知高ソプラニスタコンサート

平成22年9月5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し、鑑賞機会
の減少を緩和する取り組み。

449名

＜共催形式鑑賞事業＞
ORANGE RANGE LIVE TOUR
 010-011～orcd～

平成23年2月20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し、鑑賞機会
の減少を緩和する取り組み。

1,000名

15 夏休み子ども映画会
平成22年7月29日
　　　～7月30日

総合文化会館
交流センター

子ども
読書普及及び読書啓発をねらいとし、映画
上映会を行う。

271名
上映作品：「ボルト」（図書館・交流センターの連携事業）
図書館230名、交流センター41名

16 春休み子ども映画会 平成23年3月28日
総合文化会館
交流センター

子ども
読書普及及び読書啓発をねらいとし、映画
上映会を行う。

440名
上映作品：「おまえうまそうだな」（しるべっと映画上映会との連携事業）
図書館380名、交流センター60名

17 人形劇公演 平成23年3月29日 総合文化会館 子ども
読書普及及び読書啓発をねらいとし、人形
劇の公演を行う。

148名 公演作品：「なかよし」　腹話術「あっちゃんとあそぼ」

収　入　　２２，０５７，７０２円

経　費　　２７，５２３，８０２円

差　額　　▲５，４６６，１００円
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２．文化普及振興事業

（１）促進・奨励事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。】

№ 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22年6月6日 道立ゆめの森公園
子ども
～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。

250名 出演：地元吹奏楽愛好者120名

2 新春書き初め会
平成23年1月9日
平成23年1月10日

総合文化会館
交流センター

子ども
～一般

伝統文化行事の継承を図る。
51名
19名

協力：雨城書道同好会　作品展示会(2月10日～16日)
　　　　　　　　　　　作品展示会(1月11日～23日）

3 アマチュアバンドフェスティバル 平成22年6月6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。

80名
出演：7団体
主管：同名実行委員会

4 第26回 中標津書道公募展
平成22年10月14日
　　　～10月17日

総合文化会館
子ども
～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。

698名 出品者：87名
出品数：106点

5 第23回 なかしべつ美術展
平成22年11月10日
　　　～11月13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。

484名 出品者：52名
出品数：108点

6 町民ホール等ロビー活性化事業 通　　年 総合文化会館
子ども
～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。

5,829名

「ロビーコンサート」全21回（1,225名）
「根室管内フォトコンテスト入賞作品展」平成22年5月10日～24日（1,622名）
「創作人形～江口佑子のちっちゃな作品展」平成22年7月7日～13日（1,773名）
「2010"秋"風とのハーモニーコンサート」平成22年10月10日（40名）
「中標津の懐かし写真展第3弾」平成23年3月8日～16日（1,169名）

7
芸術文化促進奨励事業
（中標津ゆかりの芸術展）

平成23年2月4日
　　　～2月9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。

2,676名 「中標津ゆかりの芸術展 清水克美 絵画展」

8 小中学生総合作品展
平成23年2月4日
　　　～2月9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。 2,676名 作品数：300点

9 親子もちつき大会 平成22年12月12日 交流センター 親　子
伝統文化行事の継承を図り、親子・地域団
体の交流を図る。

150名

10 計根別下の句カルタ大会 平成23年2月26日 交流センター
子ども
～一般

伝統文化行事の継承及び子供たちの交流を
図る。

21名

11 ステップインなかしべつ 中　　止
道内外フォークダンス愛好者を対象に、普
及振興と参加者の交流を図る。

12 ホール活性化支援事業 通　　年 交流センター
子ども
～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。

510名

「和紙ちぎり絵作品展」平成22年5月11日～18日（64名）
「フォトコンテスト入賞作品展」平成22年7月1日～12日（196名）
「創作人形～江口佑子のちっちゃな作品展」平成22年7月14日～22日（250名）
「憬津会作品展」中止、「日本習字計根別支部書き初め展」中止

13 図書普及振興事業 通　　年 図書館
子ども
～一般

展示や、イベントを通じて読書普及及び読
書啓発を図る。

「一般室本展」通年、「秋の読書週間行事」平成22年10月27日～11月9日
「児童室本展」通年、「子ども読書週間行事」平成22年4月23日～5月12日
「おはなし会」通年、「青空本の広場」平成22年8月29日

収　入　　７１７，０００円

経　費　　６６８，７１２円

差　額　　　４８，２８８円



（２）学習・研修事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第33回 文化講演会 平成22年12月8日 総合文化会館 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。

307名 講師：弁護士 住田裕子

2
＜特別企画共催形式＞
伊奈かっぺい講演会

平成22年6月17日 総合文化会館 一　般 財団創立20周年記念特別企画により記念講
演会を開催。

354名 講師：伊奈かっぺい

3 しるべっと学園 通　　年 総合文化会館
子ども
～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。

365名

「昭和の日記念 スリーピングコンサート『尺８ミリの時間』」33名
「日本史探求講座」41名、「ボールペン字講座」25名、「韓国語講座」40名
「触育のこころ」78名、「和琴にふれてみよう！」11名、「カホンセミナー」32名
「ゆかた着付け教室」15名、「本物の香りを体験♪アロマ講座」23名
「朗読・アナウンス講座」15名、「ママと楽しむカルチャースクール」5組
「カホンセミナー パートⅡ」15名、「～初心者向け～楽しく踊ろうダンス講座」15名
「コンテパステル肖像画体験教室」17名

4
＜少年向け通年講座＞
第6期 元気クラブ

通　　年 総合文化会館他 小学生
青少年(小学4～6年生)を対象とした体験機
会を充実させた社会教育講座。

30名 全10回

5
＜成人向け通年講座＞
第4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。 17名 全8回（元気活性化事業）

6
＜高齢者向け通年事業＞
第31期 中標津しらかば学園

通　　年 総合文化会館他 高齢者 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。

54名 全22回

7 各種学習教室 通　　年 交流センター
子ども
～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。

199名

「トールペインティング教室Ⅰ･Ⅱ」17名、「やさしい陶芸教室Ⅰ･Ⅱ」30名
「ホタル観察会」65名、「手作りアイスクリーム＆ソーセージ教室」36名
「いきいき健康体操」21名、「子ども将棋教室」11名
「楽しいフォークダンス教室」19名
「子ども下の句カルタ教室」中止、「夏休み木彫り教室」中止

8 工作教室 通　　年 図書館 子ども 秋の読書週間や夏･冬休み、クリスマスなど
季節にちなんだ工作教室を実施。

163名 全4回

収　入　　４，２５４，７００円

経　費　　４，６６３，０１１円

差　額　　　▲４０８，３１１円

（３）創造・参加事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第63回 中標津町芸術文化祭
平成22年10月
　　　～11月

総合文化会館
子ども
～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。

4,485名 「芸能発表会」1,200名、「合同華展」642名、「お茶会」107名
「総合展覧会」1,456名、「文化バザー」1,080名

2 創造 しるべっとアトリエ促進事業 随　　時
子ども
～一般

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。

芸術創造促進講座
中標津町委嘱曲「またあえる」の普及事業

3 「アコーディオンとあそぼ♪」 平成22年5月28日
カトリック幼稚園
東児童館

子ども
触れる機会の少ない楽器に触れ、子どもた
ちの新たな感性を育み、音楽の楽しさを広
げることを目的に開催。

165名 図書館共同事業

4
「本とあそぼう」
全国訪問おはなし隊INなかしべつ

平成22年7月8日 総合文化会館 親　子
本を持っている楽しさと読み聞かせから身近に
感じる本との出会いを与え、読書振興を図る。

107名 図書館共同事業

5
＜公共ホール音楽活性化独立事業＞
「フルートとギター」ｱｳﾄﾘｰﾁ事業

次年度へ見送り 地元との交流を図るプログラム。

6 第6回 子どもステージinしるべっと 平成23年3月6日 総合文化会館 子ども
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 出演者：12団体、244名

7 第28回 計根別芸術文化祭
平成22年10月
　　　～11月

交流センター
子ども
～一般

個人・ｻｰｸﾙ活動の発表の場として芸能発表
会・総合展覧会などを実施し、活動意欲の
向上を図る。

732名 「秋の食の祭典」290名、「将棋大会」15名、「芸能発表会」200名
「フォークダンス大会」90名、「総合展覧会」137名

収　入　　１，５７８，０００円

経　費　　１，０４４，３０５円

差　額　　　　５３３，６９５円



（４）広域・交流事業

【寄附行為第４条第１項第１号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1
＜根室管内文化協会連絡協議会事業＞
根室管内総合芸術展

平成22年11月26日
　　　～11月29日

中標津町 一　般 根室管内の美術を一堂に会し、発表の場を
設ける。(絵画･写真･陶芸･彫刻･書道)

622名
出品者：92名
出品数：102点

2
＜根室管内文化協会連絡協議会事業＞
根室管内民謡のつどい

平成22年7月25日 根室市 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。

385名 当町より民謡団体3団体参加

3
＜根室管内文化協会連絡協議会事業＞
根室管内文芸大会

平成22年10月2日 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。

14名
投稿者：35名
投稿数：70作品

4
＜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22年8月4日
　　　～8月8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。

871名

5 ＜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23年1月22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。

513名

収　入　　１５５，０００円

経　費　　１４４，０４５円

差　額　　　　５，９５５円

（５）広報・出版事業

【寄附行為第４条第１項第６号に掲げる事業を実施した。】

№ 発刊時期 対　象 内　　容 発刊部数 備　　考

1 毎　　月 一　般 事業等広く総合的な情報の発信を図る。 中標津町生涯学習広報誌などに情報提供

2 平成22年12月25日
高校生
～一般

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

収　入　　３５７，１４０円

経　費　　４００，５１５円

差　額　　▲４３，３７５円

（６）文化活動助成事業

【寄附行為第４条第１項第１号及び第４号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催日時 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1
ＪＵＮＣＯ＆ＣＨＥＥＰ
北海道180市町村公演中標津公演

平成22年5月20日 総合文化会館 一　般 生ライブの魅力を伝え、歌の力で北海道を
元気づける。

300名 （事業開催助成）
主催：Ｊ＆Ｃ中標津町公演実行委員会

2
中標津女声コール
「25周年記念コンサート」

平成22年9月18日 総合文化会館 一　般
公民館講座から設立したコーラスグループ
の、設立25周年記念コンサート。

410名 （事業開催助成）
主催：中標津女声コール

3 中標津バレエ研究所 第5回発表会 平成22年10月9日 総合文化会館 子ども バレエ研究所による発表会。 350名 （事業開催助成）
主催：中標津バレエ研究所

4 だけかんば俳句会 創立30年記念誌 平成22年9月発刊 一　般
だけかんば俳句会創立30年を記念した記念
誌の制作を実施。

100冊
（加盟団体活動助成）
主催：中標津だけかんば俳句会

収　入　　５００，０００円

経　費　　５００，０００円

差　額　　　　　　　　０円

事 業 名

らいふまっぷ・ＨＰなどの情報作成
（しるべっと・交流センター・図書館情報掲載）

中標津文芸第26号発刊



３．スポーツ大会事業

（１）参加奨励事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第33回なかしべつ陸上カーニバル 平成22年7月25日
中標津中学校
グラウンド

幼　児
以　上

幼児(4歳)以上を対象とした陸上競技(ト
ラック・フィールド)記録会

220名
30ｍ・50ｍ・80ｍ・100ｍ・800ｍ・1500ｍ
4×30ｍＲ・4×50ｍＲ・4×100ｍＲ・混合400ｍＲ・走幅跳・走高跳

2 第2回なかしべつ330°開陽台マラソン 平成22年7月4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 中止 2㎞・5㎞・ハーフマラソン

3 クロカン・ナカシベツ２０１０ 平成22年10月11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

37ﾁｰﾑ
206名

2.0㎞×5名・2.5㎞×5名

4 第34回なかしべつｽｲﾐﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 平成22年11月3日 温水プール
幼　児
以　上

幼児(年長)以上を対象とした競泳競技 261名 個人ﾒﾄﾞﾚｰ・自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ
各25ｍ・50ｍ・100ｍ・200ｍ　他

5 第34回中標津町ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会 平成23年1月30日 運動公園ｽｹｰﾄ場
幼　児
以　上

幼児(4歳)以上を対象としたスピードスケー
ト大会

104名 オープン(100ｍ・300ｍ)・500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ・2000ｍＲ

6 なかしべつｽｲﾐﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ２０１０ 平成22年8月29日 温水プール
小学生
中学生

小中学生の水泳愛好者を対象とした競泳競
技記録会

46名

収　入　　１，３０７，２００円

経　費　　１，７１８，８２３円

差　額　　　▲４１１，６２３円

（２）参加交流事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第27回中標津町少年野球大会
平成22年9月25日
　　　　9月26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
8ﾁｰﾑ

109名
トーナメント戦

2 第37回中標津町小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成22年12月4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
139名

男女混合６人制／リーグ戦及びトーナメント戦

3 第42回中標津バレーボール大会 平成22年10月10日 体育館
中学生
以　上

根室管内の中学生以上を対象としたバレー
ボール大会

7ﾁｰﾑ
73名

男女６人制／リーグ戦及びトーナメント戦

4 第34回中標津町ソフトテニス大会 平成22年10月3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
30ﾍﾟｱ
60名

ダブルス／トーナメント戦

5 第34回中標津バドミントン大会 平成22年5月30日 体育館
中学生
以　上

根室管内の中学生以上を対象としたバドミ
ントン大会

74名 ダブルス／リーグ戦及びトーナメント戦

6 第22回中標津町ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成22年8月22日 体育館
高校生
以　上

高校生以上を対象としたソフトバレーボー
ル大会

10ﾁｰﾑ
71名

男子の部・女子の部・ミックスの部／リーグ戦及びトーナメント戦

7 第48回中標津町卓球大会 平成23年2月13日 体育館
小学生
以　上

小学生以上を対象とした卓球大会
Ｓ 75名
Ｄ 53組

シングルス・ダブルス／トーナメント戦

収　入　　４７７，６００円

経　費　　４２５，１７７円

差　額　　　５２，４２３円



４．スポーツ普及振興事業

（１）教室事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1 第1回小学生水泳教室
平成22年4月8日
　　　～7月22日

温水プール 小学生 小学生(1・2年生)を対象とした水泳教室 19名 全14回(午後)／水泳の基本動作を中心とした教室

2 第2回小学生水泳教室
平成22年4月21日
　　　～5月19日

温水プール 小学生 小学生(1・2年生)を対象とした水泳教室 37名 全8回(午後)／水に慣れることから始める教室

3 第3回小学生水泳教室
平成22年5月11日
　　　～6月3日

温水プール 小学生 小学生(1・2年生)を対象とした水泳教室 17名 全8回(夜間)／水に慣れることから始める教室

4 第1回小学生スケート教室
平成23年1月11日
　　　～1月12日

運動公園ﾎｯｹｰ場 小学生
小学生(1～6年生)を対象としたスケート教
室

43名 全2回(午後)／氷上に立つことから始める教室

5 第2回小学生スケート教室
平成23年1月11日
　　　～1月12日

運動公園ﾎｯｹｰ場 小学生
小学生(1・2年生)を対象としたスケート教
室

32名 全2回(午後)／スケートを滑る基本動作を中心とした教室

6 第1回チビッコスポーツスクール
平成22年5月26日
　～23年1月15日

温水ﾌﾟｰﾙ・体育館
運動公園

幼　児
幼児(小学校入学前)を対象としたスポーツ
スクール

31名 全15回(午後)／水泳8回・基礎運動3回・ｽｹｰﾄ2回・長靴ｱｲｽﾎｯｹｰ2回

7 第2回チビッコスポーツスクール
平成22年6月23日
　～23年1月15日

温水ﾌﾟｰﾙ・体育館
運動公園

幼　児
幼児(小学校入学前)を対象としたスポーツ
スクール

42名 全15回(午後)／水泳8回・基礎運動3回・ｽｹｰﾄ2回・長靴ｱｲｽﾎｯｹｰ2回

8 初心者水泳教室
平成22年6月16日
　　　～7月9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 6名 全8回(夜間)／水に慣れることから始める教室

9 第1回初級クロール教室
平成22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 17名 全8回(午前)／クロールの基本動作を中心とした教室

10 第2回初級クロール教室
平成22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 18名 全8回(夜間)／クロールの基本動作を中心とした教室

11 ３泳法水泳教室
平成22年9月1日
　　　～9月27日

温水プール
高校生
以　上

高校生以上で15ｍ以上泳げる方を対象とし
た３泳法水泳教室

22名 全8回(夜間)／背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの基本動作を中心とした教室

12 飛び込み教室
平成22年8月31日
　　　～9月14日

温水プール
小学生
以　上

小学生以上で25ｍ以上泳げる方を対象とし
た水泳飛び込み教室

12名 全3回(夜間)／飛び込みの基本動作を中心とした教室

13 着衣泳体験教室 平成22年6月20日 温水プール
幼　児
以　上

幼児以上を対象とした着衣状態で水の抵抗
を体験し、身をする教室

9名 全1回(夜間)／着衣状態で水の抵抗等を体験し、身を守る方法を学ぶ

14 キッズサッカー教室
平成23年2月26日
平成23年3月26日

体育館 幼　児 幼児(5歳以上)を対象としたサッカー教室
40名
37名

各1回(午前)／楽しみながらボールとふれあう教室

15
＜元気活性化事業＞
第4回ｳｯｷｰ大作戦 長ぐつdeｱｲｽﾎｯｹｰ

平成23年2月11日 運動公園ﾎｯｹｰ場
幼児～
中学生

幼児(4歳)から中学生を対象とした長靴アイ
スホッケーの交流

30ﾁｰﾑ
261名

キッズの部・ステップの部・ジャンプの部・ジュニアの部

16
なかしべつ健康づくり２０１０
～まち企業体力測定会～

平成22年9月6日
　　　～10月18日

体育館 一　般
一般(18歳以上)の企業団体を対象とした体
力測定会

6企業
36名

全3回／新体力測定(全5種目)

17
財団設立20周年特別企画
ひろみちお兄さんと親子で楽しむ体操教室 平成22年4月18日 体育館 親　子

幼児(4歳)から小学生(2年生)までの親子を
対象としたふれあい体操教室

参加570名
観覧189名

講師：佐藤弘道

18 オリンピアンズふれあい交流事業 平成22年11月20日 体育館 小学生
小学生バレーボールチームを対象としたバ
レーボール教室

96名 元オリンピック選手によるバレーボール教室
講師：西本哲雄・吉田昌子

収　入　　　１，７１７，５１０円

経　費　　　３，７８５，５１１円

差　額　　▲２，０６８，００１円

（２）交流事業

【寄附行為第４条第１項第２号に掲げる事業を実施した。】

№ 事 業 名 開催時期 開 催 地 対　象 内　　容 参加人数 備　　考

1
＜根室管内体育協会連絡協議会事業＞
第50回記念 根室管内ｽﾎﾟｰﾂ交歓大会

平成22年9月5日 別海町 一　般 ８種目 650名 中標津町125名参加

2
＜根室管内体育協会連絡協議会事業＞
第3回根室管内親睦ミニテニス交流会

平成23年3月6日 標津町 一　般 ミニテニス 88名 中標津町14名参加

収　入　　４６５，０００円

経　費　　４１９，８１９円

差　額　　　４５，１８１円



（３）育成事業 （４）スポーツ活動助成事業①

【寄附行為第４条第１項第３号に掲げる事業を実施した。】 【寄附行為第４条第１項第２号及び第４号に掲げる事業を実施した。】

中標津町スポーツ少年団の活動を支援し、その育成を図る。 スポーツの普及振興のために開催する事業及びスポーツ加盟団体の活動を支援し、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

1 中標津町柔道 25 7 40,700 1 第40回根室管内少年剣道大会 武道館
小学生
中学生

根室管内小中学生を対象と
した剣道の交歓大会

96名 10,000

2 中標津町剣道 32 4 45,100 2 平成22年度弓道教室 武道館
高校生
以　上

高校生以上を対象とした弓
道教室

10名 10,000

3 中標津町空手道 28 8 45,100 3 バスケットボールクリニックin根室及び中標津 東小学校
小学生
中学生

根室管内小中学生を対象と
したﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙの技術指導

8ﾁｰﾑ
120名

50,000

4 中標津ジャガーズ野球 41 10 56,100 4
第17回中標津サッカー協会メモリアルカップ
兼 日朝親善友好サッカー大会

運動公園球技場 高校生 日朝による交流試合 322名 30,000

5 中標津ホルスタイン野球 49 11 66,000 5 第2回「開陽台視界330度」少年野球大会
野球場
運動公園球場

一　般
各地域予選を勝抜いたﾁｰﾑに
よる北海道予選会

16ﾁｰﾑ
300名

30,000

6 中標津水泳 25 7 40,700 6
第21回中標津バスケットボール協会長杯
争奪根室管内中学校大会

体育館 一　般
根室管内中学生を対象とし
たバスケットボール大会

15ﾁｰﾑ
145名

30,000

7 中標津スピードスケート 41 8 59,400 7 第34回中標津町空手道選手権大会 武道館
小学生
中学生

小中学生を対象とした空手
道大会

34名 30,000

8 中標津武佐少年 21 6 29,700 8 第11回初級者・超高齢者ゲートボール大会 ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ 一　般
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会

6ﾁｰﾑ
30名

15,000

9 中標津町丸山ファイターズ野球 36 9 49,500 9 第37回中標津町民剣道大会 武道館
小学生
以　上

小学生以上を対象とした剣
道大会

26名 30,000

10 中標津ミニバスケットボール 56 5 72,600 10
運動公園スケートリンクオープン記念
第30回中標津スピードスケート大会

運動公園ｽｹｰﾄ場
小学生
中学生

小中学生を対象としたス
ピードスケート大会

225名 65,000

11 俵橋 15 3 19,800 11
第8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

運動公園ﾎｯｹｰ場 一　般
一般を対象とした長靴アイ
スホッケー大会

11ﾁｰﾑ
88名

65,000

12 中標津アイスホッケー 22 6 36,300 12 少年アイスホッケー教室inなかしべつ 運動公園ﾎｯｹｰ場 一　般 一般を対象とした長靴アイ
スホッケー大会

41名 15,000

13 計根別ビクトリーズ 15 3 19,800 13 加盟団体活動助成（内訳下記のとおり） 加盟団体 通年のスポーツ活動助成 24団体 951,000

14 中標津サッカー 102 7 125,400 1,331,000

15 計根別ユニオンズ 12 2 15,400 （内訳） 収　入　　　　　　　　　　　０円

№ 団 体 名 会員数 助成金額 経　費　　　１，３３１，０００円
1 中標津町バレーボール協会 34 18,000 差　額　　▲１，３３１，０００円
2 中標津町ソフトバレーボール連盟 105 43,000
3 中標津バスケットボール協会 30 17,000
4 中標津町卓球協会 23 15,000
5 中標津町軟式野球連盟 458 164,000
6 中標津ソフトボール協会 245 91,000
7 中標津町パークゴルフ協会 103 42,000
8 中標津町ゲートボール協会 113 45,000
9 中標津サッカー協会 71 181,000
10 中標津町ラグビーフットボール協会 62 28,000
11 中標津ソフトテニス協会 33 18,000
12 中標津町テニス協会 25 15,000
13 空手之道世界連盟中標津支部 30 17,000
14 中標津剣道連盟 25 15,000
15 根室地区中標津地方弓道連盟 15 12,000
16 中標津町柔道同好会 35 19,000
17 中標津アイスホッケー協会 143 56,000
18 中標津スケート協会 25 15,000

収　入　　９０２，０００円 19 なかしべつ歩くスキー同好会 73 32,000
経　費　　９０２，０００円 20 中標津スキー協会 34 18,000
差　額　　　　　　　　０円 21 中標津水泳協会 25 15,000

22 中標津地区ラジオ体操会 83 35,000
23 極真会館中標津支部 36 19,000
24 中標津十二楽走 42 21,000

1,868 951,000合　　計

合　　計

中標津町スポーツ少年団本部

小　　計

35,200527中標津ホルスタインバレーボール16

21

平成22年11月25日

平成22年11月21日

平成22年9月25日
　　　～9月26日

平成22年9月18日
　　　～9月19日

平成22年7月24日
      ～7月25日

平成22年6月20日

通　　年

平成23年1月10日

平成23年1月9日

平成22年12月25日

平成22年12月12日

平成22年6月3日

平成22年5月9日

睦運動広場維持費助成(150,000円)含む

備　　考

合　　計

開催時期

17

18

19

20

中標津スキー

中標津ジャガーズバレーボール

中標津町丸山ファイターズバレーボール

養老牛リトルファイターズ

なかしべつラグビースクール

6

18

32

639

8

4

902,000

9,900

45,100

892,100

639 122

122

17,600

5

20,900

25,300

13

21

3

3 26,400



（５）スポーツ活動助成事業②

【寄附行為第４条第１項第５号に掲げる事業を実施した。】

№ 開 催 地 経　費

1 天塩町 30,000

2 名寄市 30,000

3 倶知安町 40,000

100,000

収　入　　　　　　　　　０円

経　費　　　１００，０００円

差　額　　▲１００，０００円

（６）広報事業

【寄附行為第４条第１項第６号に掲げる事業を実施した。】

№ 発刊時期

1 毎　　月
収入・支出　　０円

５．文化スポーツ交流事業

【寄附行為第４条第１項第４号に掲げる事業を実施した。】

№ 事　業　名 開催時期 開 催 地 参加人数

1 文化とスポーツのつどい 平成22年12月3日 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ寿宴 260名
収　入　　　４４２，０００円

経　費　　　６３１，２９２円

差　額　　▲１８９，２９２円

６．文化スポーツ表彰事業 ７．文化スポーツ施設管理運営事業

（１）第20回 財団法人中標津町文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団表彰 （２）財団創立20周年記念式典　特別表彰 （１）中標津町総合文化会館等及び中標津町営体育施設等管理運営事業

【寄附行為第４条第１項第７号に掲げる事業を実施した。】 【寄附行為第４条第１項第７号に掲げる事業を実施した。】 【寄附行為第４条第１項第８号に掲げる事業を実施した。】

文化･スポーツの分野で功績のあった次の22名･5団体を表彰 当財団の普及発展に功績のあった次の6名・5団体を特別表彰 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。

＜開催時期：平成22年12月3日（文化とスポーツのつどい時）＞　 ＜開催時期：平成22年6月18日（財団創立20周年記念式典時）＞　 ＜管理期間：平成22年4月1日～平成23年3月31日（通年）＞　

№ 表彰区分 № 表彰区分 № 指定管理料収入

1 文化貢献賞 1 表彰状 1 160,978,000

2 文化貢献賞 2 表彰状 2 127,533,000

3 文化貢献賞 3 表彰状 288,511,000

4 文化貢献賞 4 表彰状 収　入　　３１０，０１７，８６６円

5 スポーツ貢献賞 5 表彰状 経　費　　２７９，０８９，０７５円

6 スポーツ奨励賞 6 表彰状 差　額　　　３０，９２８，７９１円

7 スポーツ奨励賞 7 感謝状

8 スポーツ奨励賞 8 感謝状 （２）附帯事業

9 スポーツ奨励賞 9 感謝状 【寄附行為第４条第１項第９号に掲げる事業を実施した。】
10 スポーツ奨励賞 10 感謝状 № 手数料収入

11 スポーツ奨励賞 11 感謝状 1 1,465,489

12 スポーツ奨励賞 収　入　　　　　　　　　０円 2 202,790

13 スポーツ奨励賞 経　費　　　３８５，６７６円 3 37,310

14 スポーツ奨励賞 差　額　　▲３８５，６７６円 4 0

15 スポーツ奨励賞 1,705,589

16 スポーツ奨励賞 収　入　　１，７０５，５８９円

17 スポーツ奨励賞 経　費　　　　　８１，２００円

18 スポーツ奨励賞 差　額　　１，６２４，３８９円

19 スポーツ奨励賞

20 スポーツ奨励賞

21 スポーツ奨励賞

22 スポーツ奨励賞

23 スポーツ奨励賞

24 スポーツ奨励賞

25 スポーツ奨励賞

26 スポーツ奨励賞

27 特別表彰（感謝状）

中標津町軟式野球連盟（出場：メップクラブ）

中標津町軟式野球連盟（出場：中標津球友クラブ）

中標津町軟式野球連盟（出場：計根別農協野球部）

団 体 名

中標津町営体育施設等管理運営事業(7施設)

中標津町総合文化会館等管理運営事業(3施設)

施 設 名

チケット販売
公衆電話

コピー・印刷

自動販売機設置

事 業 名

合　　計

故　小笠原 春雄（創立時より長年理事功績）

　　千葉 昌一（４代理事長）

故　村田 雄平（３代理事長）

故　沖津 日出雄（２代理事長）

　　上野 勝侑（初代理事長）

被表彰者

釧根開発株式会社（賛助会員）

三友舗道株式会社（賛助会員）

小針土建株式会社（賛助会員）

広栄メンテナンス株式会社（賛助会員）

医療法人樹恵会 石田病院（賛助会員）

故　高玉 光男（創立時より長年理事功績）

加盟団体の親睦のための交流パーティー

中標津町生涯学習広報誌などに情報提供

備　　考

内　　容 備　　考

宮田 峻也（スケート）

村野 静香（スケート）

加盟団体他

対　象

一　般

増地 隆（ソフトバレーボール）

自分史を学ぶ友の会

計根別りんどう俳句会

中標津だけかんば俳句会

被表彰者

今野 茉林（水泳）

故　牧野 昭一

中標津町立中標津中学校野球部

荒関 悠嗣（陸上）

本田 優輔（陸上）

對馬 良太（少林寺拳法）

金野 樹（スケート）

松本 彩映（陸上）

阿部 丈斗（陸上）

森 修平（少林寺拳法）

川目 健（スケート）

金野 風子（スケート）

岩田 安未（スケート）

松井 菫也（スケート）

須田 希美（水泳）

佐藤 百華（水泳）

斉藤 聖華（スケート）

本庄 永（スケート）

川村 聖亜（スケート）

玉沢 日菜（スケート）

合　　計

合　　計

事　業　名 内　　容
らいふまっぷ・ＨＰなどの情報作成
（スポーツ情報掲載）

事業等広く総合的な情報の発信を図る。

対　象

中標津女声コール

第33回東日本軟式野球大会２部(北)北海道大会

第40回北海道朝野球大会 スポーツ全道大会への参加団体に対して、遠征費の一部を助成

スポーツ全道大会への参加団体に対して、遠征費の一部を助成

事 業 名
第54回全日本軟式野球大会高松宮賜杯２部(北)北海道大会 スポーツ全道大会への参加団体に対して、遠征費の一部を助成

内　　容


