
平成23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23年4月1日～平成24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 ～動物たちが奏でるクラシクコンサート～
「音楽の絵本」ｽﾞｰﾗｼｱﾝﾌﾞﾗｽ＆弦うさぎ

平成23年9月10日 総合文化会館 親　子
動物たちのぬいぐるみを着た一流の演奏家
たちによるファミリー向けクラシックコン
サートを開催。

618名 共催：公益財団法人北海道市町村振興協会

2 「６週間のﾀﾞﾝｽﾚｯｽﾝ」中標津公演 平成24年2月29日 総合文化会館 一　般
カリフォルニアでオープンした２人芝居を
道内ホールと連携しながら北海道の演劇普
及の為に協力開催。

474名 共催：公益財団法人北海道文化財団
助成：財団法人地域創造

3
いまいゆうぞう×はいだしょうこ
ファンタジーコンサート

平成24年3月27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。

964名

4
＜ＮＨＫ放送共同開催事業＞
「それいけ！民謡うた祭り」

平成23年5月19日 総合文化会館 一　般
ＮＨＫ釧路放送局との共同開催する公開収
録事業。

865名 共同主催：中標津町、中標津町教育委員会、ＮＨＫ釧路放送局

5
＜しるべっと芸術体験創造事業(ｺﾝｻｰﾄ)＞
３つの楽器で奏でる楽しい演奏会
～被災地復興へ願いをこめて～

平成23年7月5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。

265名

6
＜特別普及選定事業＞
しるべっと映画上映会

平成24年2月19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。

191名 上映作品：「探偵はＢＡＲにいる」

7 ＜学校共同開催事業＞
山崎バニラの活弁ワールド

平成23年9月9日 総合文化会館 高校生 町内高等学校と連携した舞台芸術鑑賞。 645名 中標津高等学校・中標津農業高等学校

8 音楽セミナー（開陽台セミナー） 平成24年3月3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。

170名
講習会(前日)80名、演奏会170名（ラテンジャズ スペシャル・ナイト）
共同主催：開陽台セミナー実行委員会

9 親子観劇会（なかしべつおやこ劇場） 平成23年10月8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。 250名
公演作品：おおかみゴンスケの腹ペコ日記「今夜は食べほうだい」
共同主催：(社)千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部
共催：なかしべつおやこ劇場

＜共催形式鑑賞事業＞
週末よしもとin中標津 ﾐﾙｸﾊﾟﾜｰﾗｲﾌﾞ

平成23年6月11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。

830名

＜共催形式鑑賞事業＞
なつかしの映画上映会

平成23年6月12日 総合文化会館 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。

165名 上映作品：「家族」「遥かなる山の呼び声」

＜共催形式鑑賞事業＞
倍賞千恵子･小六禮次郎ふるさとｺﾝｻｰﾄ

平成23年6月29日 総合文化会館 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。

850名

11 夏休み子ども映画会
平成23年8月2日
　　　～8月3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。

335名
上映作品：「ヒックとドラゴン」（しるべっと・図書館・交流センターの連携事業）
総合文化会館280名、交流センター55名

12 春休み子ども映画会 平成24年3月29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。

420名
上映作品：「塔の上のﾗﾌﾟﾝﾂｪﾙ」（しるべっと・図書館・交流センターの連携事業）
総合文化会館350名、交流センター70名

13 人形劇公演 平成24年3月25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。

123名
公演作品：「いどのおはなし」「なかよし」「がいこつさん」
パネルシアター：「やおやさん」

収　入　　１２，５３２，９１１円

経　費　　１３，４５３，３５７円

差　額　　　　▲９２０，４４６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 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。

11,692名

「ロビーコンサート」全14回（915名）※出演者251名
「しるべっと学園講座修了生作品展示(ｺﾝﾃﾊﾟｽﾃﾙ)」平成23年4月5日～19日（800名）
「フォトコンテスト入賞作品展」平成23年5月21日～6月5日（2,031名）
「2011"初夏"風とのハーモニーコンサート」平成23年6月4日（50名）
「懐かしの映画看板・ロケ風景写真展」平成23年6月10日～30日（2,709名）
「2011"秋"風とのハーモニーコンサート」平成23年10月8日（60名）
「紙面で見る東日本大震災～東日本大震災・地方紙３社新聞パネル展～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年1月19日～2月5日（5,127名）

2 ブルースカイコンサート 平成23年6月5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。

180名 出演：地元吹奏楽愛好者120名

3 アマチュアバンドフェスティバル
平成23年7月17日
平成24年2月19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。

280名
「若者向けアマチュアバンドフェスティバル」100名
「オールディーズおじさんバンドフェスティバル」180名
主管：同名実行委員会

4 第27回 中標津書道公募展
平成23年10月21日
　　　～10月24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。

475名 出品者：80名
出品数：92点

5 第24回 なかしべつ美術展
平成23年11月19日
　　　～11月23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。

729名
出品者：46名
出品数：94点

6 新春書き初め会
平成24年1月9日
　　　 1月11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。
65名
24名

協力：雨城書道同好会　作品展示会(1月10日～17日)作品：52点、講師8点
　　　　　　　　　　　作品展示会(1月11日～22日)作品：29点

7
芸術文化促進奨励事業
（中標津ゆかりの芸術展）

平成24年2月3日
　　　～2月7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。

2,812名 武藤芳巳（文化刺繍）
出品数：75点

8 小中学生総合作品展
平成24年2月3日
　　　～2月7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。 2,812名 作品数：287点（絵画・書道・工作・手芸）

9 多目的ホール活性化事業 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。

3,852名

「和紙ちぎり絵作品展」平成23年5月10日～17日（166名）
「フォトコンテスト入賞作品展」平成23年6月8日～19日（450名）
「懐かしの映画写真展」平成23年7月1日～15日（352名）
「みずとりの会(憬津会)作品展」平成23年8月4日～17日（504名）
「イベント写真展(神社祭･仮装盆踊り)」平成23年9月16日～30日（550名）
「イベント写真展(計根別芸術文化祭)」平成23年12月1日～14日（400名）
「イベント写真展(もちつき･書き初め)」平成24年1月23日～2月8日（430名）
「中標津移住100年 100枚の写真展」平成24年2月10日～29日（500名）
「イベント写真展(講座等)」平成24年3月8日～29日（500名）

10 ステップインなかしべつ 平成23年10月9日 交流センター 一　般
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。

153名 主催：中標津フォークダンスサークル

11
親子もちつき大会
※ニュースポーツ体験

平成23年12月18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 共催：計根別青少年育成部

12 新春計根別下の句カルタ大会 平成24年3月4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。

27名
後援：計根別町内連合会青少年育成部
協力：計根別同志会、計根別老人クラブ

13
図書普及振興事業
館外奉仕活動事業

通　　年 図書館
子ども
～一般

展示やイベント、団体貸出や本の紹介等を
行い、読書普及及び読書啓発を図る。

「一般室本展」通年、「児童室本展」通年
「こどもの読書週間行事」平成23年4月23日～5月12日
「読書週間行事」平成23年10月27日～11月9日
「おはなし会」通年（70回459名）、
「青空本の広場(支援事業)」平成23年8月28日、
「古本市(支援事業)」平成23年10月27日～11月9日
「移動巡回図書」通年（19ヶ所）
「ブックトーク事業」通年（14回）
「ブックスタート事業」通年（12回／221組）

収　入　　５８７，３１５円

経　費　　５６４，２０５円

差　額　　　２３，１１０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34回 文化講演会 平成23年12月15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。

414名 テーマ：落語独演会＆トークショー
講師：風間杜夫

2 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。

683名

「コンテパステル肖像画体験教室」20名
「～初心者向け～楽しく踊ろうヒップホップダンス講座」15名
「どんな楽曲もカホンセミナーパートⅢ」16名
「実践！プロに学ぶデジカメ初心者教室」28名、「こどもアトリエ」79名
「日本史探究講座」36名、「ゆかた着付け教室」28名
「どんな楽曲もカホンセミナーパートⅣ」9名、「アロマ講座」25名
「ダンス講座(ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟｴｸｻｻｲｽﾞ他)」90名（R-23ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｼｮｰｹｰｽ：218名）
「お疲れ女子のためのビューティーヘルスケア教室」20名
「ダンス講座(ﾌﾟﾛに学ぶｸﾞﾙｰﾌﾞｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ講座他)」55名
「ダンス講座(THE JAM free style dance他)」44名

3
＜少年向け通年講座＞
第7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。

35名 全10回

4
＜成人向け通年講座＞
第5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。 36名 全9回（元気活性化事業）※中標津町移住100年記念

5
＜高齢者向け通年事業＞
第32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。

61名 全22回

6 ケネカカレッジ 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。

156名

「いきいき健康体操」17名、「トールペインティング教室」9名
「やさしい陶芸教室(初級･中級)」14名、「子ども将棋教室」17名
「子ども下の句カルタ教室」13名、「家庭で出来る！健康教室」13名
「手作りアイス＆ソーセージ教室」27名、「ニュースポーツ体験」30名
「もっと楽しいフォークダンス教室」16名

7
サキばあちゃんの
問わず語りと尺八のコラボ

平成23年4月29日 交流センター 一　般
尺八の音色と地域在住だったサキおばあ
ちゃんの語りを楽しみ地域の振興を図る。

30名 主催：サキばあちゃんの問わず語りと尺八のコラボを聞く会

8 ホタル学習観察会
平成23年7月29日
　　　～7月30日

計根別正美公園
子ども
～一般

自然環境への意識を高め、地域の魅力を再
発見するきっかけとして実施。

91名 ホタルの絵本のおはなし会：48名（図書館読み聞かせ連携）
ホタルの生態勉強会：43名

9 わくわく☆チャレンジ教室
平成23年7月30日
平成23年11月6日
平成24年2月18日

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。

39名
夏：8名
秋：11名
冬：20名

収　入　　４，５９８，８００円

経　費　　４，６１７，７２９円

差　額　　　　▲１８，９２９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64回 中標津町芸術文化祭
平成23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。

6,446名
「芸能発表会」1,300名、「合同華展」710名、「お茶会」180名
「総合展覧会」1,456名、「しるべっと子どもゆめまつり」2,800名

＜しるべっと芸術体験創造事業(ｱｳﾄﾘｰﾁ)＞
音楽分野（荒川洋､うえだよう､水谷川優子）

平成23年7月4日
　　　　7月6日

養老牛小学校
開陽小学校他

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。

109名 交流センター連携事業

＜しるべっと芸術体験創造事業(ｱｳﾄﾘｰﾁ)＞
アート分野（森本千絵）

平成23年7月29日
　　　　7月30日

養老牛小学校 子ども
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。

14名 交流センター連携事業

＜しるべっと芸術体験創造事業(ｱｳﾄﾘｰﾁ)＞
音楽分野（米村博実） 平成23年11月2日 西児童館 子ども

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。

50名 図書館連携事業

3 第7回 子どもステージinしるべっと 平成24年3月11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。

1,000名 出演者：12団体、311名
テーマ：「絆」

4 第29回 計根別芸術文化祭
平成23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。

833名
「計根別芸術文化祭杯将棋大会」18名、「見せます！フォークダンス」80名
「総合展覧会」130名、「食の祭典(計根別新そばまつり)」290名
「芸能発表会」180名、「子ども将棋大会」15名、「お茶会」120名

収　入　　３，９４２，７５０円

経　費　　３，７６１，３４５円

差　額　　　　１８１，４０５円

2



（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23年11月26日
　　　～11月28日

別海町 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)

308名
出品者：100名
出品数：115点（中標津町27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23年7月31日 総合文化会館 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。

400名
当番町：中標津町
出演者：70名

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23年9月4日 羅臼町 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。

11名
投稿者：21名
投稿作品は「根室文芸」として発刊

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23年9月22日
　　　～9月25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。

847名 出品数：445点（中標津町33点）

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12月24日
　　　～12月28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。

760名 出品数：169点

収　入　　１６７，０００円

経　費　　１１９，３７１円

差　額　　　４７，６２９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23年12月22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 投稿者：44名
作品数：58作品

収　入　　　３８９，８４０円

経　費　　　５２４，４７０円

差　額　　▲１３４，７３０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
飯田由美子ソプラノ・リサイタル
～いま、想いを歌にのせて～

平成23年8月27日 総合文化会館 一　般 町内の声楽家によるリサイタル。 250名 （事業開催助成）
主催：あとりえ花音

2 吹奏楽コンクール北海道大会 平成23年9月4日 札幌ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ 一　般
地区代表として出場、演奏技術を高め地域
音楽文化の向上に寄与する。

32名 （参加交流事業助成）
中標津町吹奏楽団

3
中標津町吹奏楽団
創立30周年記念コンサート

平成23年10月9日 総合文化会館 一　般
創立30周年を迎え、感謝の意を込めて開催
されるコンサート。

550名 （加盟団体活動助成）
主催：中標津町吹奏楽団

収　入　　５００，０００円

経　費　　２４０，０００円

差　額　　２６０，０００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27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34回なかしべつ陸上カーニバル 平成23年7月24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

245名
30ｍ・50ｍ・80ｍ・100ｍ・800ｍ・1500ｍ
4×30ｍＲ・4×50ｍＲ・4×100ｍＲ・混合400ｍＲ・走幅跳・走高跳

2 クロカン・ナカシベツ２０１１ 平成23年10月10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

45ﾁｰﾑ
251名

2.0㎞×5名・2.5㎞×5名

3 第35回なかしべつｽｲﾐﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 平成23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 227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

4 第35回中標津町ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ大会 平成24年2月5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

90名 オープン(100ｍ・300ｍ)・500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ・2000ｍＲ

5 なかしべつｽｲﾐﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ２０１１ 平成23年6月25日 温水プール
幼児～
中学生

幼児(4歳)から中学生の水泳愛好者を対象と
した競泳競技記録会

36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

6 第3回なかしべつ330°開陽台マラソン 平成23年7月10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 1,123名 2㎞・5㎞・ハーフマラソン

7
＜元気活性化事業＞
第5回ｳｯｷｰ大作戦 長ぐつdeｱｲｽﾎｯｹｰ

平成24年2月19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

345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　　６，８３３，５００円

経　費　　７，４１４，１５３円

差　額　　　▲５８０，６５３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23回中標津町ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成23年4月17日 体育館
高校生
以　上

道東規模の高校生以上を対象としたソフト
バレーボール大会

40ﾁｰﾑ
193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

2 第35回中標津バドミントン大会 平成23年6月5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

102名 ダブルス／リーグ戦及びトーナメント戦

3 第28回中標津町少年野球大会
平成23年10月1日
　　　　10月2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

116名
トーナメント戦

4 第35回中標津町ソフトテニス大会 平成23年10月2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 84名 ダブルス／トーナメント戦

5 第43回中標津バレーボール大会 平成23年10月9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

13ﾁｰﾑ
116名

男女６人制／リーグ戦及びトーナメント戦

6 第38回中標津町小学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 平成23年12月3日 体育館 小学生 小学生を対象としたバレーボール大会
12ﾁｰﾑ
106名

男女混合６人制／リーグ戦及びトーナメント戦

7 第49回中標津町卓球大会 平成24年2月5日 体育館
小学生
以　上

小学生以上を対象とした卓球大会 166名 シングルス・ダブルス／トーナメント戦

収　入　　６０２，９５０円

経　費　　５７３，７９４円

差　額　　　２９，１５６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 「ｷｯｽﾞ」ﾍﾞｰｼｯｸｽｲﾑ（前期/5時ｺｰｽ）
平成23年4月27日
　　　～7月20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 44名 全12回／水遊びや水泳の基本動作を中心とした教室

2 「ｷｯｽﾞ」ﾍﾞｰｼｯｸｽｲﾑ（前期/6時ｺｰｽ）
平成23年4月27日
　　　～7月20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 46名 全12回／水遊びや水泳の基本動作を中心とした教室

3 「ｷｯｽﾞ」ﾍﾞｰｼｯｸｽｲﾑ（後期/5時ｺｰｽ）
平成23年9月7日
　　～11月30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 29名 全12回／水遊びや水泳の基本動作を中心とした教室

4 「ｷｯｽﾞ」ﾍﾞｰｼｯｸｽｲﾑ（後期/6時ｺｰｽ）
平成23年9月7日
　　～11月30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 33名 全12回／水遊びや水泳の基本動作を中心とした教室

5 はじめてのスケート
平成24年1月10日
　　　～1月11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

45名 全2回／氷上に立つことから始める教室

6 レベルアップスケート
平成24年1月10日
　　　～1月11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

49名 全2回／スケートを滑る基本動作を中心とした教室

7 チビッコスポーツスクール
平成23年5月26日
　～24年1月14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

60名 全19回／水泳12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 ファーストスイミング
平成23年5月31日
　　　～7月26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 11名 全8回／水に慣れることから始める教室

9 初級クロール教室（午前コース）
平成23年5月17日
　　　 ～7月5日

温水プール 一　般 一般を対象とした初級クロール教室 13名 全8回／クロールの基本動作を中心とした教室

10 初級クロール教室（夜間コース）
平成23年8月2日
　　 ～9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 21名 全8回／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23年10月4日
　　 ～11月22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

29名 全8回／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23年9月2日
　　 ～9月16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

14名 全3回／飛び込みの基本動作を中心とした教室

13 2011年度 着衣泳体験教室 平成23年7月30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

45名 全1回／着衣状態で水の抵抗等を体験し、身を守る方法を学ぶ

14 2011年度 キッズサッカー教室
平成24年2月25日
平成24年3月24日

体育館 幼　児 幼児(5歳以上)を対象としたサッカー教室 75名 各1回／楽しみながらボールとふれあう教室

15
＜2011年度 スポーツ開拓事業＞
スポーツテーピング講習会

平成23年5月21日 総合文化会館 一　般
スポーツ実践者や指導者等を対象とした
テーピング講習会

46名 講師：五十公野修（㈲イズミック 代表取締役）

16
＜2011年度 スポーツ開拓事業＞
スポーツ栄養学講演会

平成24年3月10日 総合文化会館 一　般
全てのライフステージにおけるスポーツ・
運動の為の栄養学の講演会

80名 講師：小松信隆（㈱ウェルネスプランニング札幌 代表取締役）

17
＜2011年度 スポーツ開拓事業＞
オリンピアンズふれあい交流事業

平成23年11月20日 温水プール 小学生
水泳少年団等を対象とした元オリンピック
選手による水泳教室

48名 講師：三田真希（シドニー五輪・北京五輪出場）

18
なかしべつ健康づくり２０１１
～まち企業体力測定会～

平成23年11月4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

4企業
23名

運動適正テスト(全5種目)

収　入　　２，０２４，８９０円

経　費　　２，２５２，０７０円

差　額　　　▲２２７，１８０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51回根室管内ｽﾎﾟｰﾂ交歓大会

平成23年9月4日 体育館他 一　般 ８種目 543名
当番町：中標津町
中標津町127名参加

2
＜根室管内体育協会連絡協議会事業＞
第4回根室管内親睦ミニテニス交流会

平成24年3月4日 体育館 一　般 ミニテニス 76名
当番町：中標津町
中標津町20名参加

収　入　　４４３，０００円

経　費　　４０７，１７６円

差　額　　　３５，８２４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 26 9 44,000 1
第18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 307名 19,000

2 中標津町剣道 34 4 47,300 2 第25回全日本シニアソフトボール大会北海道予選会
運動公園球場
泉運動広場

高齢者
高齢者対象のソフトボール
北海道大会

5ﾁｰﾑ 63,000

3 中標津町空手道 31 9 49,500 3 第3回「開陽台視界330度」少年野球大会
野球場
運動公園球場

小学生 道東規模の少年野球大会 14ﾁｰﾑ 25,000

4 中標津ジャガーズ野球 42 12 59,400 4
第22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 中学生
根室管内中学生を対象とし
たバスケットボール大会

16ﾁｰﾑ 33,000

5 中標津ホルスタイン野球 64 12 83,600 5 第10回中標津親睦ソフトボール大会
運動公園球場
泉運動広場

一　般
一般を対象とした親睦ソフ
トボール大会

13ﾁｰﾑ 18,000

6 中標津水泳 23 4 35,200 6 第35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

29名 32,000

7 中標津スピードスケート 40 9 59,400 7 第38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

36名 14,000

8 中標津武佐 12 3 16,500 8
リンクオープン記念
第31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

202名 65,000

9 中標津町丸山ファイターズ野球 43 8 56,100 9
リンクオープン記念
第9回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

14ﾁｰﾑ 65,000

10 中標津ミニバスケットボール 63 4 79,200 10 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 950,000

11 俵橋 11 4 16,500 1,284,000

12 中標津アイスホッケー 28 6 42,900 （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 38 19,000
2 中標津町ソフトバレーボール連盟 78 33,000
3 中標津バスケットボール協会 60 27,000
4 中標津町卓球協会 28 16,000
5 中標津町軟式野球連盟 479 168,000
6 中標津ソフトボール協会 242 88,000
7 中標津町パークゴルフ協会 85 35,000
8 中標津町ゲートボール協会 102 41,000
9 中標津サッカー協会 74 182,000
10 中標津町ラグビーフットボール協会 56 25,000
11 中標津ソフトテニス協会 36 19,000
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 26 15,000
15 根室地区中標津地方弓道連盟 14 11,000
16 中標津町柔道同好会 38 19,000
17 中標津アイスホッケー協会 126 49,000
18 中標津スケート協会 25 15,000
19 なかしべつ歩くスキー同好会 81 34,000
20 中標津スキー協会 32 17,000
21 中標津水泳協会 30 17,000
22 中標津地区ラジオ体操会 131 51,000
23 極真会館中標津支部 30 17,000
24 中標津十二楽走 40 20,000

収　入　　９０２，０００円 1,906 950,000
経　費　　９６１，０００円
差　額　　▲５９，０００円 収　入　　　　　　　　　　　０円

経　費　　　１，２８４，０００円
差　額　　▲１，２８４，０００円
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養老牛リトルファイターズ 14,300
睦運動広場整備事業助成含む(150,000円)

備　　考

通　　年

平成24年1月15日
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（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 網走市 10,000

2 釧路市 10,000

3 遠軽町 20,000

4 遠軽町 20,000

5 石狩市 30,000

6 釧路町 16,000

7 札幌市 15,000

121,000

収　入　　　　　　　　　０円

経　費　　　１２１，０００円

差　額　　▲１２１，０００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

2 随　　時

収　入　　　　　　　　０円

経　費　　　２０，４７５円

差　額　　▲２０，４７５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23年12月2日 ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ寿宴 289名
収　入　　　４５４，０００円

経　費　　　６２７，７５０円

差　額　　▲１７３，７５０円

６．文化スポーツ表彰事業

【寄附行為第４条第１項第７号に掲げる事業を実施した。】

№ 開催時期 ７．文化スポーツ施設管理運営事業

1 平成23年12月2日 （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

収　入　　　　　　　　　０円 【寄附行為第４条第１項第８号に掲げる事業を実施した。】

文化貢献賞（２名１団体） スポーツ奨励賞（９名１団体） 経　費　　　１２６，０３３円 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。

・故 佐藤 光弘（水墨画） ・須田 希美（水泳） 差　額　　▲１２６，０３３円 ＜管理期間：平成23年4月1日～平成24年3月31日（通年）＞　

・南 晴江（洋裁） ・佐藤 百華（水泳） № 管理委託料収入

・中標津フォークダンスサークル ・今野 茉林（水泳） 1 171,567,000

・佐々木 奨之（スケート） 2 128,522,000

スポーツ貢献賞（３名） ・本庄 永（スケート） 300,089,000

・佐々木 正直（ゲートボール） ・川村 聖亜（スケート） 収　入　　３２２，３９４，２５４円

・名和 孝志（ソフトボール） ・玉沢 日菜（スケート） 経　費　　３０５，６６４，０２０円

・森川 政司（軟式野球） ・井村 美月（空手） 差　額　　　１６，７３０，２３４円

・井村 萌々花（空手）

文化奨励賞（３名２団体） ・中標津丸山ファイターズバレーボール少年団 （２）附帯事業

・土井上 初枝（絵画） 【寄附行為第４条第１項第９号に掲げる事業を実施した。】
・関根 大地（リコーダー） 振興協議会長賞（４団体） № 手数料収入

・白石 暦（民謡） ・中標津ホルスタイン野球少年団、 1 1,662,883

・中標津町吹奏楽団 ・中標津丸山ファイターズ野球少年団 2 257,845

・中標津町立中標津小学校 ・中標津町立中標津中学校剣道部、 3 33,140

　　中標津町立丸山小学校（合唱） ・北海道中標津高等学校女子バレーボール部 4 57,000

2,010,868

収　入　　２，０１０，８６８円

経　費　　　　　９５，７００円

差　額　　１，９１５，１６８円

スポーツ合宿支援事業 一　般

第21回 財団法人中標津町文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団
表彰

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

対　象

らいふまっぷ・ＨＰなどの情報作成
（スポーツ情報掲載）

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

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

第34回東日本軟式野球大会(1部)北・北海道大会

第34回東日本軟式野球大会(2部)北・北海道大会

第19回ミズノオープン男子ソフトボール大会北海道予選会

事 業 名
第55回高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1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

合　　計

合　　計

事　業　名

日本スポーツマスターズ2011軟式野球競技北・北海道大会

自動販売機設置

事 業 名

加盟団体他

対　象

一　般

加盟団体の親睦のための交流パーティー

合　　計

文化･スポーツの分野で功績のあった次の17名･8団体を表彰

中標津町軟式野球連盟（出場：ＲＥＧＵＬＵＳ）

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

中標津町軟式野球連盟（出場：中標津町役場野球部）

中標津町軟式野球連盟（出場：ＴＲＵＮＫＳ）

中標津町生涯学習広報誌などに情報提供

備　　考

中標津町ソフトバレーボール協会（出場：飛翔会）

中標津町軟式野球連盟（出場：中標津ファイターズ）

内　　容

チケット販売
公衆電話

コピー・印刷

内　　容

備　　考

中標津ソフトボール協会（出場：ロックス）
中標津アイスホッケー協会（出場：ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽ・一人ぼっち・なかしべつ選抜）第8回全日本長ぐつアイスホッケー選手権大会

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

事　業　名 内　　容

運営管理施設で行われる合宿に対する支援及び情報の発信

事業等広く総合的な情報の発信を図る。

第7回モルテンCUPソフトバレーボール選抜優勝大会 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


