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教えて、くしろ！子ども探検隊！
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今月は、
「音別町憩いの森キャンプ場」について紹介します。
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●他になにかあるのかな？

●音別町にキャンプ場があるって聞いたよ。
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５人用から20人用まで４棟のバンガロー

音別町の市街から約17キロメートル北上した、

ゆうりょう

じょう
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森林の中に「音別町憩いの森キャンプ場」がある

（有料）があるから、テントが無くてもキャ

よ。大きな芝生の広場があって、テントを持って

ンプを楽しむことができるよ。鍋や食器、寝

おお

しば ふ

ひろ ば
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いけばキャンプができるよ。

む りょう

ぶくろ

ちか

り よう

かなら

ね

じ さん

すみ

しょくざい

はんばい

しよう。また、近くに、炭や食材を販売する
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店はないから、事前に準備が必要だよ。

るんだ。
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●遊ぶ場所はあるのかな？
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もくせい ゆう ぐ

キャンプ場内には、たくさんの楽しい木製遊具
お

が置かれているよ。
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音別町茶安別

といあわせさき

予約・問合先
かいえん き かん

開園期間

かわ

なが

つ

たの
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施設使用料
くわ

おんべつちょうぎょうせい

ち いき しん こう か

音別町行政センター地域振興課（M01547-6-2231）

〜11月３日㈬

し せつ し ようりょう

キャンプ場の近くには川が流れているので、釣
みず あそ

ようひん

しょっき

袋などのキャンプ用品はないので、必ず持参

バーベキューコーナーもあって無料で利用でき

あそ

なべ

か き

かく

バンガロー（ニレ・イチョウ・サクラ各2,720円、ナナカマド5,460円）、
むりょう

よう よ やく

キャンプサイト、バーベキューコーナー無料。バーベキューコーナーは要予約。
らん

りや水遊びも楽しめるんだ。川遊びをするときは、

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

必ずお父さんお母さんと一緒に行こう。

Nhttps://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/kouen/k̲ichiran/ikoinomori/0001.html
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記号の説明
D対象 E定員
A日時 B場所・会場 C集合場所
合先 Hその他
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参
T持
金
F内容 G料

催 し
◆ふまねっとサロン
A６月17日㈭午前10時〜午後０時30
分／ B 大成寺(米町2-2-6)／ F ふま
ねっと、ストレッチ体操、バンド演奏
等／ G 300円(保険料含む)／ J ふま
ねっとサロン(木本M080-4505-7062)

募 集
◆薬膳料理教室
A６月６日㈰午前９時30分〜午後１時
／Bコアかがやき／F無添加食材を利
用した薬膳料理／G1,500円／I６月
２日㈬までに釧路手前みその会(塚田
M46-2065)へ
◆スポーツ吹矢体験会
A６月８日㈫午後３時〜５時／Bまな
ぼっと幣舞705号室／G1,000円(マウ
スピース代含む)／ I６月７日㈪まで
に桜が丘ひぶなクラブ(菅原 M 914725)へ

◆マンツーマンで教えます！
パソコン・スマホ てらこやわっと
A６月12日㈯、26日㈯午前10時30分
〜午後５時30分／D主に初心者やシニ
ア／E各日７人／Fパソコン・スマホ
の基本操作、ライン等／G１時間1,500
円／Tノートパソコン、スマホ、タブ
レット(持込限定)／BI市民活動セン
ターわっと(M22-2232)
◆ひがし北海道ブランド大学受講生
A毎月７日(12月のみ６日)午後７時〜
８時17分
（77分間）
／Bオンライン※６
月、22(令和４)年１・２月は釧路プリ
ンスホテル／Dひがし北海道ブランド
化推進協議会会員または当会フェイス
ブックにいいねをしてくれた方／F企
業や商店等、地域活性化のための講習
会／I参加希望日の３日前までに電話
またはファクス、メールでひがし北海
道ブランド大学事務局(鳥取神社内 M
51-2404O51-2927Peasthokkaidobr
and@gmail.com)へ
◆くしろ高齢者劇団
A毎週金曜日午後１時30分〜／B寿生
活館／D芝居や芝居作りが好きな方／
F芝居制作および公演、広報のアシス
タント／G月1,000円／Jくしろ高齢者
劇団事務局(佐藤M24-7663)

◆春採湖の花と歴史を楽しみません
か？
A６月16日㈬、30日㈬、７月14日㈬午
前９時45分／C博物館駐車場／E20人
マスク、筆記用具／I６月
／T飲み物、
２日㈬午前９時からくしろ市民学園友
の会(まなぼっと幣舞内M41-8181)へ
◆リシンク クリエイター プロジェクト
釧路セミナー
A６月20日㈰午後１時〜３時30分／B
観光国際交流センター３階研修室／F
プロのクリエイターによる講座、ワー
クショップ／Iホームページ ( Nhttps:
//rethink-creator.jp)から／J観光振興
室(M31-4549)
◆釧路海洋少年団団員
D小学校１年生以上／F手旗、
カヌー、
ロープワーク、基本動作等／G入団費、
年会費／I釧路海洋少年団事務局(由喜
門M090-3772-6310)
◆ニゥカムボールに参加しませんか
A毎週水曜日午後１時〜４時／B桜花
荘(桜ケ岡2-8-1)／D55歳以上／F両
手でボールをつかむバレーボール／G
入会費600円／I直接または電話で桜
花荘ニゥカムボール同好会(田森M0703980-1521)へ

そ の 他
◆ナースバンクをご利用ください
ナースバンクは北海道から委託され
て設置している無料職業紹介所です。
相談員が看護職の再就業のサポートを
します。お気軽にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に関する
求人が急募で出た際はご協力をお願い
します。
相談は30分以内。電話やメールでも
対応可能です。
J ナースバンク釧路業務支所( M 656684)
◆バスタオル等の寄贈にご協力を
ご連絡をいただければ取りに伺いま
す。
J 釧路手をつなぐ育成会サン・フラ
ワー(M43-1039)
◆自転車も 車と一緒 その責任
自転車はとても便利な乗り物です
が、ルールやマナーを無視した乗り方
は重大な交通事故につながることもあ
ります。自転車に乗るときは、子ども
はもちろん大人も乗車用ヘルメットを
かぶり、夜間は自転車の側面に反射材
を付けましょう。
J釧路警察署(M23-0110)

７月号に掲載希望の方は６月４日㈮までに北日本広告社（M22-0211O25-7791）へご連絡ください。参加料の掲載のないものは無料で参加できます。

