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Ⅰ 運営

１ 主なできごと

■29年度のできごと

4 月
4/2 ﾚｲ･ｱﾛﾊ･ﾌﾗ「斜里サークル」5 周年記念発表

会〈げいぶん支援事業〉《文ﾎ 400 人》（藤盛）
＊

4/4 斜里町立学校教職員辞令交付式《公ﾎ 60人》
（菊池）
繰り上げ閉館（21：30）

4/6 生きがい大学入学式・始業式《文ﾎ 108人》
(菊池・結城・成田・吉田・高木)
町職員新人研修対応（結城）

4/7 第１回公民館分館長・主事会議《17 人》
(菊池・結城・成田)
文化連盟常任理事会《13 人》（結城）

4/11 繰り上げ閉館（21：30）
4/12 第 1回館内会議

繰り上げ閉館（21：30）
4/13 生きがい大学自治会総会《公ﾎ 95 人》（成

田）
生きがい大学公民館専門課程「オリエンテ
ーション」《26 人》(高木)
繰り上げ閉館（21：30）

4/14～15 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき総会 札幌市（結城・
玉井）

4/16 繰り上げ閉館（20：20）
4/18 繰り上げ閉館（21：00）
4/19 老人クラブ連合会理事会《37 人》（玉井）
4/20 生きがい大学集合学習①「高齢者の旅行の

心得」《公ﾎ 83 人》（成田）クラブ活動①
第 2 回館内会議
繰り上げ閉館（21：30）

4/21 網走ブロック社会教育主事等研修会 大空
町（玉井）
異業種交流会「土屋公三」講演会《公ﾎ 160
人》＊

4/23 みんなの音楽会《文ﾎ 250 人》（成田）＊
4/25 老人クラブ連合会総会《40 人》（玉井）

繰り上げ閉館（21：30）
4/26 生きがい大学ウトロ校「オリエンテーショ

ン」《11 人》（結城・高木）
教育委員会議（菊池）
繰り上げ閉館（21：30）

4/27 繰り上げ閉館（21：20）
4/28 芸術文化事業協会理事会《12 人》（菊池）
4/30 繰り上げ閉館（20：00）

5 月
5/2 ウトロ社会教育指導員（山中） 辞令交付

（菊池）
繰り上げ閉館（21：20）

5/3 繰り上げ閉館（20：00）

5/4 繰り上げ閉館（21：00）
5/6 繰り上げ閉館（20：00）
5/7 繰り上げ閉館（20：00）
5/9 繰り上げ閉館（21：30）
5/10 第 3回館内会議

繰り上げ閉館（21：00）
5/11 生きがい大学公民館専門課程②「リトミッ

ク体験に備えて（楽器工作）」《27 人》(高
木)クラブ活動②
繰り上げ閉館（21：00）

～12 ｵﾎｰﾂｸ管内社会教育主事・社会体育担当
者等研修会 北見市（玉井・吉田）

5/16 斜里小３年生施設見学《62 人》（結城・玉
井・成田・藤盛）
繰り上げ閉館（21：20）

5/17 生きがい大学ウトロ校公民館講座①「リト
ミック体験①」《10人》（山中）
第 4 回館内会議

5/18 生きがい大学集合学習②「時間栄養学につ
いて」《公ﾎ 85 人》（成田）
公民館専門課程③「もの忘れと認知症の違
いについて」《27 人》(高木)
繰り上げ閉館（21：30）

5/19 斜里町芸術文化事業協会総会《21 人》（菊
池）

5/21 繰り上げ閉館（20：00）
5/22 斜里町文化連盟総会《32 人》（菊池・結城）
5/23 網走ブロック社会教育広域事業担当者会議

清里町（結城）
繰り上げ閉館（21：15）

5/24 以久科分館消防訓練（成田）
繰り上げ閉館（21：30）

5/25 小学校芸術館鑑賞会実行委員会（第 1 回）
（高木）
生きがい大学集合学習③「斜里川の現状」
《公ﾎ 85 人》（成田）クラブ活動③
朱円分館消防訓練（藤盛）
繰り上げ閉館（21：20）

5/27 ゆめクラブパート 1-①「友達ふやそう」
室内レクリエーション《10 人》（高木）

5/28 繰り上げ閉館（20：00）
5/30 網走ブロック社会教育広域事業企画会議

清里町（菊池）
繰り上げ閉館（21：20）

5/31 第 5回館内会議
教育委員会議（菊池）

6 月
6/1 繰り上げ閉館（21：30）

～2 北海道社会教育セミナー 札幌市（玉井）
～16 楽しい子どもの美術展《1,092 人》（藤

盛・高木）
6/2 北海道公民館協会ｵﾎｰﾂｸ支部総会 紋別市

（菊池）
6/3 ゆめクラブパート 1-②「友達ふやそう」外

でオリエンテーリング《10 人》（高木）
6/4 繰り上げ閉館（20：00）
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6/6 ゆめﾎｰﾙ事業№157 演劇「しれとこ寄席」
《文ﾎ 197 人》（玉井・成田）
繰り上げ閉館（21：30）

6/8 生きがい大学集合学習④「歌をとおしての
生きがいづくり」《公ﾎ 85 人》（成田）
公民館専門課程④「懐かし音楽でリトミッ
ク体験」《22人》(高木)
網走ブロック社会教育主事等研修会
網走市（玉井）

6/9 文化連盟常任理事会《11 人》（結城）
6/10 ゆめクラブパート 2-①「エンジョイ！ラン

チ」おにぎり弁当《14 人》（高木・玉井）
6/13 繰り上げ閉館（21：30）
6/14 生きがい大学ウトロ校 映画鑑賞

「この世界の片隅に」ウトロ支所《10 人》
（結城・藤盛・山中）
繰り上げ閉館（21：30）

6/15 ゆめﾎｰﾙ事業№158 映画会「この世界の片隅
に」《文ﾎ 163 人》
生きがい大学映画会 「この世界の片隅に」
《文ﾎ 85 人》（成田）クラブ活動④
第 6 回館内会議
繰り上げ閉館（21：30）

6/16～18 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ奏楽・吹奏楽＆合唱クリ
ニック〈第 1 回〉（結城）

6/17 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ奏楽 ロビーコンサート
JA 斜里町金融店舗（結城）
エレクトーンフェスティバル 2017《公ﾎ 40
人》（藤盛）＊
ゆめクラブパート 2-②「エンジョイ！ラン
チ」サンドウィッチ弁当《10人》（高木）

～27 光陽書道教室作品展《850人》
6/19 中斜里公民館運営委員会議《11人》（結城・

成田）
6/20 ユースまちづくり委員会 定例会議《9人》

（玉井）
繰り上げ閉館（21：30）

6/22 生きがい大学集合学習⑤「くすりに関する
基礎知識から最新トピックス」《公ﾎ 85 人》
（成田）
公民館専門課程⑤「懐かし音楽でリトミッ
ク体験②」《26 人》(高木)
繰り上げ閉館（21：10）
猫の手総会《6 人》（玉井）

6/23 オホーツク文化事業ネットワーク会議 役
員会・定例会 網走市（結城）

6/25 第 20 回網走管内歌謡王座決定戦 決勝
斜里大会《文ﾎ 400 人》（成田）＊
繰り上げ閉館（21：00）

6/27 繰り上げ閉館（21：00）
6/28 小学校芸術鑑賞会（低学年）人形劇「三び

きのやぎのがらがらどん」「いつもちこく
のおとこのこ」《文ﾎ 320 人》（高木）
教育委員会議（菊池）
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《8 名》
（結城・玉井）

6/29 老人クラブ連合会パークゴルフ交流会（ｼｰ
ｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場）《71 人》（玉井）

公民館運営審議会（第 1 回）《8人》（菊池・
結城）
繰り上げ閉館（21：20）

７月
7/1 越境会 4 周年記念大会＠世界遺産“知床”

《公ﾎ 170 人》（成田）＊
7/2 繰り上げ閉館（20：00）
7/4 繰り上げ閉館（21：30）
7/6 生きがい大学集合学習⑥「まちの財政状況」

《公ﾎ 80 人》（成田）クラブ活動⑤
第 7 回館内会議

7/7 文化連盟常任理事会《11 人》（結城）
北海道公民館職員研修会 札幌市（高木）

7/8 ゆめﾎｰﾙ事業№159 陸上自衛隊北部方面音楽
隊「コンサートツアー2017 斜里公演」
《文ﾎ 447 人》（藤盛・成田）
奏楽コンサート「親子で楽しむクラシック
～ヴァイオリンとピアノの調べ～」ウトロ
《30 人》（結城）

7/9 アート体感教室視察・講座打合せ 標津町
（藤盛）

7/10～11 文化財団北海道舞台芸術情報フェア
2017・シアターネットかんげき定例会
札幌市（玉井・藤盛）

7/11 繰り上げ閉館（21：30）
7/12 網走地区老人クラブ連合会網走ブロック研

修会 小清水町《37人》（玉井）
文化連盟第 1回理事会《20 人》（結城）
ユースまちづくり委員会 定例会議《6 人》
（玉井）

7/13 生きがい大学「若返りの集い」（健康増進
ｾﾝﾀｰ）《90 人》（成田・吉田・山中）
第 8 回館内会議

7/14 中学生向け演劇教室（第 1 回）～自主的・
創造的に演劇づくりを楽しむ～《14 人》
（結城）

7/15 戦没者追悼式《公ﾎ 92人》（成田）＊
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ奏楽・吹奏楽＆合唱クリニッ
ク（第 2 回）（結城）

7/16 ゆめﾎｰﾙ事業№160 ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ“奏楽”
コンサート～音楽と歌のシンフォニー
《文ﾎ 289 人》（結城・藤盛）

7/18 繰り上げ閉館（21：30）
7/19 芸術文化事業協会理事会《14 人》（菊池）

教育委員会議（菊池）
生きがい大学公民館専門課程⑥「書きとめ
る①」《26 人》(高木)クラブ活動⑥
ウトロ分館講座（一般向け）「子育て中親子
向けの料理教室」《1人》（山中）

7/20 繰り上げ閉館（21：30）
7/23 繰り上げ閉館（20：00）
7/24 猫の手研修ツアー 美幌町《2人》（玉井）
7/26 第 9回館内会議
7/27 生きがい大学ウトロ校遠足 小清水町・網

走市《9 名》（山中）
繰り上げ閉館（21：10）
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7/28～29 シアターネットかんげき定例会
稚内市（結城・成田）

8 月
8/1 第 1回消防訓練（職員全員）

繰り上げ閉館（21：30）
8/2 夏休みゆめホール講座①「木でつくろう」

《12 人》（高木）
第 10回館内会議

8/3 生きがい大学集合学習⑦「斜里ジュニアバ
ンドとの交流」《公ﾎ 165 人》（成田）クラブ
活動⑦
繰り上げ閉館（21：30）

8/4 ユースまちづくり委員会 定例会議《7人》
（玉井）

8/5 ゆめホール友の会バスツアー「嫁も姑も皆
幽霊」演劇鑑賞 中標津町《16 人》（高木）
ゆめコミュ パート 1「けん玉大会」《8 人》
（山中）

8/6 繰り上げ閉館（20：00）
8/8 繰り上げ閉館（21：30）
8/9 夏休みゆめホール講座②「くるくる紙でつ

くろう」《2人》（高木）
生きがい大学ウトロ校 公民館講座②「高
齢者の食生活」《9 名》（山中）

8/10 ゆめコミュ パート 2「作ってみよう（その
1）・木工教室」《10人》（山中）
繰り上げ閉館（20：30）

8/12 繰り上げ閉館（20：00）
8/13 繰り上げ閉館（20：00）
8/15 繰り上げ閉館（21：00）
8/16 第 11回館内会議

繰り上げ閉館（21：00）
8/17 繰り上げ閉館（21：30）
8/18 芸術文化事業協会理事会《12 人》（結城）
8/19～20 全館ワックス掛け（臨時休館）
8/21 第 12回館内会議
8/22～27 アート体感教室「知床ウトロ学校校歌

オリジナルカラオケ映像制作」（結城・
玉井）

8/23 教育委員会議（菊池）
8/24 ユースまちづくり委員会 定例会議《8人》

（玉井）
ウトロ分館講座（一般向け）「乾物を使った
料理教室」《1 人》（山中）

8/25 下期定期利用抽選会《35 団体》（結城・
玉井）

8/26 管内公民館職員及び公民館運営審議会委員
研修会 網走《委員 2 人》（菊池・高木）

8/27 劇団みずなら第 15 回公演「レフトアウト」
《公ﾎ 180 人》（成田）2 回公演＊
繰り上げ閉館（21：00）

8/28 網走ﾌﾞﾛｯｸ高齢者教室リーダー研修会
網走市《4 人》（成田）
川上分館第 1回消防訓練《26 人》

8/29 小学校芸術鑑賞会（高学年）こころの劇場
劇団四季ミュージカル「嵐の中の子どもた

ち」《文ﾎ 480 人》（高木・藤盛）
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《6 名》
（結城・玉井）
繰り上げ閉館（21：30）

8/30 手づくりシアター第 6 回世話人会《11 名》
（菊池・結城）
繰り上げ閉館（21：00）

8/31 繰り上げ閉館（21：30）

9 月
9/1 高文連 第 9 回ｵﾎｰﾂｸ支部ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ研究大会

《公ﾎ 140 人》＊
9/2 繰り上げ閉館（21：30）
9/3 繰り上げ閉館（20：00）
9/5 ユースまちづくり委員会 定例会議《7人》

（玉井）
繰り上げ閉館（21：20）

9/6 生きがい大学ウトロ校 公民館講座③「楽
しく体操①」《9 名》（山中）

9/7 生きがい大学集合学習⑧「交通安全教室」
《公ﾎ 86 人》（成田）
公民館専門課程⑦「懐かし音楽でリトミッ
ク体験③」《27 人》(高木)
子育てエンジョイ講座①「環境にやさしい
整理術について」（結城）
第 13 回館内会議
繰り上げ閉館（21：30）

9/9 老人クラブ連合会「文化交流会」《文ﾎ 480
人》（玉井・藤盛）
ゆめコミュ パート 3「作ってみよう（その
2）・紙工作」《19 人》（山中）
繰り上げ閉館（20：00）

9/10 ゆめクラブパート 3-①「海と森の宝もの」
《19 人》（高木）
繰り上げ閉館（21：00）

9/12 繰り上げ閉館（21：30）
9/14 繰り上げ閉館（21：20）
9/16 本町第 2 自治会敬老会《公ﾎ 53人》＊
9/17 ゆめクラブパート 3-②「海と森の宝もの」

《9 人》（高木）
繰り上げ閉館（21：00）

9/19 繰り上げ閉館（21：30）
9/20 手づくりシアター実行委員会設立準備会《9

名》（菊池・結城）
繰り上げ閉館（21：30）

9/21 子育てエンジョイ講座②「環境を大切にす
る消費者になろう」（結城）
ウトロ分館講座（一般向け）「ﾎﾜｲﾄﾙｰと保温
調理の料理教室」（山中）
第 14 回館内会議
繰り上げ閉館（21：20）

9/23 ゆめクラブパート 4「茶道を体験」①《10
人》（高木）

9/24 トゥルリーグレートフル 1000 ギグス 2017
〈げいぶん支援事業〉《文ﾎ 121 人》（成田）
＊
繰り上げ閉館（20：50）
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9/26 斜里中学校職業体験学習生徒受入《2 人》
中学生向け演劇教室（第 2 回）～自主的・
創造的に演劇づくりを楽しむ～《文ﾎ 50 人》
（結城）
繰り上げ閉館（21：30）

～27 スクールコンサート「ひのき屋わいわ
い音楽隊」（高木）

9/27 生きがい大学ウトロ校 公民館講座④「楽
しく体操②」《9 名》（山中）
ユースまちづくり委員会 定例会議《8 人》

（玉井）
教育委員会議（菊池）
繰り上げ閉館（21：20）

9/28 生きがい大学集合学習⑨「健康づくり講座」
《公ﾎ 84 人》（成田）クラブ活動⑧
網走ブロック社会教育主事等研修会
小清水町（玉井）
繰り上げ閉館（21：00）

9/30 ゆめクラブパート 4-②「茶道を体験」《8
人》（高木）

10 月
10/2 「育てる事業」流氷太鼓体験講座①

ゆめコミュ パート 4「作ってみよう（その
3）・葉っぱでお絵かき」《14人》（山中）

10/3 ゆめﾎｰﾙ事業№161 秋川雅史ｺﾝｻｰﾄﾂｱｰ～
AMORE（ｱﾓｰﾚ）～《文ﾎ 424 人》（結城・藤盛）
繰り上げ閉館（21：45）

10/4 第 15回館内会議
10/5 第 54回全道老人クラブ大会 音更町《1人》

（玉井）
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《9 名》
（結城）

～6 生きがい大学修学旅行 厚岸町1泊2日
《47 人》（成田・山中）

10/6 文化連盟常任理事会《14 人》（結城）
10/7 芸術文化講座「近藤良平さんとからだであ

そぼう！」2回《58人》（藤盛）
第45回音楽教室発表会《文ﾎ298人》（成田）
＊

10/8 繰り上げ閉館（20：00）
10/9 「育てる事業」流氷太鼓体験講座②
10/10 繰り上げ閉館（20：00）
10/11 手づくりシアター実行委員会（第 1 回）

《33 人》（菊池・結城）
ユースまちづくり委員会 定例会議《7 人》
（玉井）

10/12 公民館専門課程⑧「書きとめる②」《26人》
(高木)クラブ活動⑨
子育てエンジョイ講座③「エコな暮らしに
ついて」《1人》（結城）

～13 全国公民館研究集会北海道大会・第 61
回北海道公民館大会 in 釧路 《3 人》
（菊池）
網走地区老人クラブリーダー研修会
網走市《20人》（玉井）

10/14 ゆめクラブパート 5-①「色であそぼう」

《15 人》（高木）
繰り上げ閉館（21：00）

10/15 斜里高等学校吹奏楽部第 39 回定期演奏会
《文ﾎ 140 人》（藤盛）＊
繰り上げ閉館（21：30）

10/16 「育てる事業」流氷太鼓体験講座③
10/17 繰り上げ閉館（21：30）
10/18 第 16回館内会議
10/19 生きがい大学「大学祭（舞台発表）」《文ﾎ

250 人》（成田・藤盛）
10/20 芸術文化事業協会理事会《13 人》（菊池）
10/14 ゆめクラブパート 5-②「色であそぼう」

《7 人》（高木）
10/22 斜里中学校「合唱コンクール」（成田）＊

第 48 回衆議院議員総選挙及び第 24 回最高
裁判所裁判官国民審査（第 1 投票所・開票
所）

10/24 「育てる事業」流氷太鼓体験講座④
ユースまちづくり委員会 定例会議《8人》
（玉井）

10/25 ウトロ分館講座（一般向け）「お話しまし
ょ！あなたのはてな・お答えしましょ！あ
なたのために」（山中）
教育委員会議（菊池）

10/26 生きがい大学集合学習⑩「自然をテーマに
した木工」《公ﾎ 83 人》（成田）クラブ活動
⑩
第 17回館内会議
老人クラブ連合会四役会議

10/27 公民館運営審議会（第 2 回）《8人》
（菊池・結城）

10/28 繰り上げ閉館（20：00）
10/29 斜里中学校吹奏楽部定期演奏会《文ﾎ 300

人》（藤盛）＊
繰り上げ閉館（20：00）

10/30 「育てる事業」流氷太鼓体験講座⑤
10/31 繰り上げ閉館（21：20）

11 月
11/2 生きがい大学集合学習⑪「知床流氷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞ

ﾙについて」《公ﾎ 84人》（成田）
公民館専門課程⑨「懐かし音楽でリトミッ
ク体験④」《23 人》(高木)
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《8 名》
（結城・玉井）

11/3 斜里町顕彰・町長表彰授与式《文ﾎ 250 人》
（成田）＊
文化連盟常任理事会《12 人》（結城）
繰り上げ閉館（21：20）

11/4 「育てる事業」生け花体験講座①
11/5 映画「人生フルーツ」上映会（2 回）《公ﾎ 140

人》＊
繰り上げ閉館（20：15）

11/7 繰り上げ閉館（21：30）
11/8 第 11回斜里町スロットボール大会《169人》

（玉井・大西）
ユースまちづくり委員会 定例会議《9 人》
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（玉井）
第 18回館内会議

11/9 繰り上げ閉館（21：20）
11/10 文化連盟第 2 回理事会・町民文化祭実行委

員会（結城）
ウトロ分館講座（一般向け）「料理教室おだ
んごはいかが？」（山中）

11/11 青年異業種交流会「ShaLink」《50 人》
（玉井）
～26 第 9 回ひとゆめ展（藤盛）

11/12 はまなす保育園お遊戯会《文ﾎ 270 人》
（成田）＊
「育てる事業」生け花体験講座②
繰り上げ閉館（20：00）

11/14 網走ブロック社会教育主事等研修会 清里
町（玉井）
繰り上げ閉館（21：20）

11/15 生きがい大学ウトロ校 博物館講座①「世
界自然遺産登録秘話」《7 名》（山中）
繰り上げ閉館（21：30）

11/16 生きがい大学集合学習⑫「体験発表・ﾎｰﾑﾙ
ｰﾑ」《公ﾎ 79人》（成田）
公民館専門課程⑩「懐かし音楽でﾘﾄﾐｯｸ体験
⑤」《22 人》(高木)
繰り上げ閉館（21：30）

11/17 生きがい大学 社交ﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ・歌ｸﾗﾌﾞ施設
慰問 斜里デイ（成田）
芸術文化事業協会理事会《12人》（菊池）

11/19 双葉保育園お遊戯会《文ﾎ 350 人》（成田・
玉井）＊

「育てる事業」生け花体験講座③
繰り上げ閉館（20：00）

11/20 生きがい大学 踊りｸﾗﾌﾞ・歌ｸﾗﾌﾞ施設慰問
文光デイ（成田）

11/21 生きがい大学 踊りｸﾗﾌﾞ・歌ｸﾗﾌﾞ施設慰問
あおばの家（成田）
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《5 名》
（結城）
ユースまちづくり委員会 定例会議《8 人》
（玉井）
繰り上げ閉館（21：30）

11/22 教育委員会議（菊池）
11/23 繰り上げ閉館（21：35）
11/24 「学びによる地域力活性化プログラム普

及・啓発事業」全道コンファレンス 札幌
市（菊池）

11/25～26 町民文化祭作品展示《公ﾎ 450 人》
11/26 第 58回町民文化祭舞台発表《文ﾎ 580 人》

繰り上げ閉館（21：35）
11/28 舞台芸術ネットワーク会議・シアターネッ

トかんげき定例会 札幌市（結城）
繰り上げ閉館（21：20）

11/30 第 2回公民館分館長・主事会議《19 人》
(菊池・結城・成田)
繰り上げ閉館（21：30）

～1 斜里町老人クラブ交流研修会 ウトロ
《91 人》（玉井）

12 月
12/1 結婚の集い《公ﾎ 150 人》

第 19回館内会議
繰り上げ閉館（21：40）

12/2 ゆめコミュ パート 5「昔の遊び（その 2）・
たこあげ」《8 人》（山中）
繰り上げ閉館（21：30）

12/3 大谷幼稚園おさとり会《文ﾎ 280人》
（成田）＊
繰り上げ閉館（20：00）

12/5 ユースまちづくり委員会 定例会議《5人》
（玉井）
繰り上げ閉館（21：30）

12/6 生きがい大学ウトロ校 図書館講座①
「小箱を作ろう」《6名》（山中）
繰り上げ閉館（21：30）

12/7 小学校芸術館鑑賞会実行委員会（第 2 回）
（高木）
繰り上げ閉館（21：20）

12/9 ゆめクラブパート 6-①「斜里産小麦でスイ
ーツを作ろう」《14名》（高木・大西）

12/10 第 11回共同募金チャリティー・ふれあい
ステージ 2017（藤盛）《文ﾎ 620 人》＊
繰り上げ閉館（20：00）

12/12 繰り上げ閉館（21：30）
12/13 ウトロ分館講座（一般向け）「クリスマス

リース作り」（山中）
12/15 ウトロ分館講座（一般向け）「コタンからの

贈り物①」《5 人》（山中）
オホーツク文化事業ネットワーク会議 北
見市《11 人》（結城）
芸術文化事業協会理事会《14人》（菊池）

12/16 ゆめクラブパート 6-②「斜里産小麦でスイ
ーツを作ろう」《15名》（高木・大西）
ゆめコミュ パート 6「ふれあいもちつき交
流会」《61 人》（山中）

12/17 北海道歌旅座「昭和のうたコンサート」〈げ
いぶん支援事業〉《文ﾎ 299 人》（成田）＊
繰り上げ閉館（20：00）

12/19 繰り上げ閉館（20：30）
12/20 年末大掃除「ちょこっと体験会」《2 人》

生きがい大学ウトロ校 図書館講座②「消
しゴムハンコ」《8 名》（山中）
教育委員会議（菊池）

12/21 ユースまちづくり委員会 定例会議《8人》
（玉井）
第 20回館内会議

12/23 Christmas Music Festival《文ﾎ 70 人》＊
12/24 繰り上げ閉館（20：00）
12/26 繰り上げ閉館（20：00）
12/28～29 臨時休館（清掃・館内ワックス掛け）
12/30～31 年末休館

1 月
1/1～5 年始休館
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1/5 年始開館準備（施設周辺除雪等）
1/6 消防出初式《文ﾎ 140 人》（藤盛）＊

繰上げ閉館（20：00）
1/7 斜里町成人式《文ﾎ 200人》（玉井・藤盛）

繰上げ閉館（20：00）
1/9 繰上げ閉館（21：00）
1/10 生きがい大学ウトロ校 海洋ｾﾝﾀｰ講座①

「体を使ってゲームする」《9名》（山中）
子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会《7 名》
（結城・玉井）
繰上げ閉館（21：35）

1/12 文化連盟常任理事会・新年会《10 人》（結
城）

1/13 SHIRETOKO ドリームダンス〈げいぶん支援
事業〉《公ﾎ 257 人》（成田）＊
一般向け・ゆめコミュ合同講座「百人一首
のつどい」《6 人》（山中）

1/14 繰上げ閉館（20：00）
1/16 手づくりｼｱﾀｰ実行委員会 部長・副部長会

議《11 人》（菊池・結城・成田）
繰上げ閉館（21：30）

1/17 教育委員会議（菊池）
1/18 第 21回館内会議

繰上げ閉館（21：10）
1/19 ウトロ分館講座（一般向け）「コタンからの

贈り物②《6名》（山中）
芸術文化事業協会理事会・新年会《13 人》
（菊池）

1/20～21 芸術文化講座「舞台技術基礎講座」2
回《48 人》（成田）

1/21 繰上げ閉館（20：00）
1/23 繰上げ閉館（21：25）
1/24 第 2回消防訓練（職員全員）

生きがい大学ウトロ校 公民館講座⑤「リ
トミック体験②」《9名》（山中・高木）
繰上げ閉館（21：30）

1/25 網走ﾌﾞﾛｯｸ社会教育主事等研修会 斜里町
（玉井）
繰上げ閉館（21：15）

1/26 ユースまちづくり委員会 定例会議《6人》
（玉井）

1/28 繰上げ閉館（20：00）
1/30 老人クラブ連合会四役会議《5人》（玉井）

繰上げ閉館（21：15）
1/31 家庭教育ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ・管内社会教育関係職員

研修会 網走市（玉井）
1/31 斜里高等学校 学習発表会《文ﾎ 300 人》

（成田）＊

2 月
2/1 繰上げ閉館（21：10）
2/2 文化連盟常任理事会・新年会《12 人》

（結城）
第 22 回館内会議

2/3 ゆめクラブパート 7-①「キッチンでサイエ
ンス」《15 人》（高木）

2/4 ウトロ分館講座 幼児（親子）対象スキー

教室《28 人》（山中・笠谷）
藤間勘喜志社中踊り初め《公ﾎ 45 人》＊
繰上げ閉館（20：30）

2/6 繰上げ閉館（21：30）
2/7 生きがい大学ウトロ校 海洋ｾﾝﾀｰ講座②

「体を使ってゲームする②」《6人》（山口）
第 23 回館内会議

2/8 繰上げ閉館（21：00）
2/10 ゆめクラブパート 7-②「キッチンでサイエ

ンス」《15 名》（高木）
2/11 斜里町女性大会《公ﾎ 75 人》（成田）＊

繰上げ閉館（20：00）
2/13 繰上げ閉館（21：30）

～18 ゆめﾎｰﾙ事業№162 第 17 回子ども芸
術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ《公ﾎ 770 人》（結城・玉井）

2/15 繰上げ閉館（21：00）
～16 芸術文化講座「書道体験・書楽家時間」

2 回《24 人》
2/16 斜里芸術文化事業協会理事会《11 人》

（菊池）
繰上げ閉館（21：30）

2/17 松井紫朗「手に取る宇宙」in知床〈げいぶ
ん支援事業〉ウトロ《35 人》
繰上げ閉館（21：30）

2/18 繰上げ閉館（20：00）
2/20 網走ﾌﾞﾛｯｸ社会教育広域事業担当者会議

小清水町（吉田）
川上分館 第 2 回消防訓練《11 人》（成田）
繰上げ閉館（21：30）

2/22 生きがい大学（本校・ウトロ校）卒業・修
了式《文ﾎ 120 人》（成田・藤盛）
繰上げ閉館（21：30）

2/23 平成 30 年度上期定期利用団体抽選会《32
団体》（菊池・結城・成田）
教育委員会議（菊池）

2/24～3/11 写真展 TOP END2「石川直樹×石川竜
一」《公ﾎ》＊

2/25 繰上げ閉館（20：00）
2/27 繰上げ閉館（21：30）

3 月
3/1 第 24回館内会議

繰上げ閉館（20：00）
3/2 文化連盟常任理事会《12 人》（結城）
3/3 斜里町青少年の主張大会《公ﾎ 140 人》

（藤盛）＊
～4 公民館講座「斜里中学校リコーダークリニ

ック＆お披露目コンサート」《文ﾎ 130 人》
（高木）

3/4 ゆめクラブパート 8-①「日本のこと 伝え
よう」《28 人》（高木）

3/6 網走ﾌﾞﾛｯｸ社会教育主事等研修会 大空町
（玉井）

3/8 ゆめホールﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「猫の手」例会《5 人》
（玉井）

3/9 ウトロ分館講座（一般向け）「コタンからの
贈り物③《15 名》（山中）
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3/10 斜里吹奏楽団 REGULAR CONCERT2018
《文ﾎ 300 人》（成田）＊
繰上げ閉館（21：30）

3/11 ゆめクラブパート 8-②「日本のこと 伝え
よう」《26 人》（高木）
繰上げ閉館（20：45）

3/13 繰上げ閉館（21：30）
3/15 繰上げ閉館（21：00）
3/16 ユースまちづくり委員会 定例会議《6人》

（玉井）
斜里芸術文化事業協会理事会《11 人》
繰上げ閉館（21：30）

3/17 ゆめﾎｰﾙ事業№163 演劇「砦」《文ﾎ 151 人》
（藤盛・成田）
繰上げ閉館（20：00）

3/20 繰上げ閉館（21：30）
3/21 繰上げ閉館（21：30）
3/22 生きがい大学新入生面接《9 人》（菊池・結

城・成田）
繰上げ閉館（21：30）

～23 斜里町老人クラブ連合会「役員交流研
修会」《31 人》 弟子屈町（玉井）

3/24 公民館講座「生きることは食べること
佐々木十美」講演《40 人》（結城）
長谷川音楽教室発表会《文ﾎ 120人》＊
繰上げ閉館（21：00）

3/25 ほろ酔いダベリング《70 人》＊
繰上げ閉館（21：00）

3/27 繰上げ閉館（21：00）
3/28 教育委員会議（菊池）
3/29 第 3回公民館運営審議会《6 人》

（菊池・結城）
繰上げ閉館（21：20）

3/30 繰上げ閉館（21：20）
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２ 委員

（１）公民館運営審議会

ゆめホール知床開館年度の平成 10 年度から公民館運営審議会として、10 名の委員を委嘱して

いる。任期は 2 年とするが、再任は妨げない。

○ 公民館開催状況

№ 期 日 開 場 主な内容 備 考

1 6 月 29 日

ゆめホール知床

・公民館運営審議会の役割について

・入館者数の推移・公民館使用料の推移

・平成 28 年度推進計画の評価、課題

・平成 29 年度推進計画の進捗状況

委員 8 名出席

2 10 月 27 日

・平成 28 年度決算について

・上半期事業実施報告

・研修参加報告

・投資的事業実施計画について

委員 8 名出席

3 03 月 29 日

・平成 29 年度事業報告

・平成 30 年度予算・事業について

・ゆめホール事業の今後の取り組み検討

委員 6 名出席

○公民館運営審議会委員名簿

（任期：平成２８年度４月１日～平成３０年度３月３１日）

№ 氏 名 区 分 所 属

1 中 谷 晋 二 学校教育関係 斜里高等学校

2 坂 田 直 繁 学校教育関係 斜里中学校

3 三 浦 敬 一 学校教育関係 文化連盟副会長

4 沼 倉 美喜子 社会教育 自女連

5 門 間 哲 也 社会教育 子どもｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ《会長》

6 大 西 章 社会教育 生きがい大学自治会

7 本 宮 尚 孝 識見を有する者 公 募《副会長》

8 上 元 いづみ 識見を有する者 公 募

9 小 暮 千 秋 識見を有する者 公 募

10 久 野 堅太郎 識見を有する者 公 募

（２）分館長・主事

平成 14 年度からウトロ地区分館（ウトロ支所）を設置し 12 館体制となる。12 館の分館に分

館長と主事を置き、地域の公民館活動の中心としている。自治会をとおして選出をお願いしてい

る。分館の管理と分館講座の取りまとめや実施などを担っている。

○分館長・主事会議開催状況

№ 期 日 会 場 主な内容 備 考

1 4 月 7 日

ゆめホール知床

・公民館分館業務内容説明

・職員体制について

・施設運営管理について

分館長 8 名出席

主 事 9 名出席

2 11 月 30 日
・冬期施設管理運営等について

・分館講座について

分館長 10 名出席

主 事 09 名出席
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○公民館分館長・主事名簿

【分館住所】 【分館長・主事名簿】

（任期：平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日）

分館名 分館住所 電話番号 分館名 職名 氏 名 職名 氏 名

美咲 美咲 73-3 23-1627 美咲 分館長 熊谷 春彦 主事 寺谷喜一郎

大栄 大栄 90（集） 23-1656 大栄 分館長 太齊 吉和 主事 橋本 俊彦

川上 川上 132 23-1762 川上 分館長 斉藤 清盛 主事 竹内 雅志

中斜里 中斜里 38 23-3346 中斜里 分館長 山端 保則 主事 若松 法弘

三井 三井 182（集） 23-1407 三井 分館長 佐藤 政弘 主事 橋本 勝

富士 富士 56 23-0490 富士 分館長 朝倉 睦男 主事 久保 勲

以久科 以久科南23（集） 23-1538 以久科 分館長 公平 繁雄 主事 近藤 正純

越川 越川 89（集） 23-0097 越川 分館長 羽田 善文 主事 土屋 信一

朱円 朱円 51 23-0040 朱円 分館長 植木 幸一 主事 羽田野秀政

峰浜 峰浜 280 28-2117 峰浜 分館長 藤盛 幹男 主事 滝澤 大徳

来運 来運 67（集） 23-2197 来運 分館長 前東 政幸 主事 丸子 裕之

ウトロ 香川 1 24-2200 ウトロ 分館長 高橋 正志 主事 白木 陽介

（集）…集落センター

３ 機構と職員

（平成３０年３月３１日現在）

館長

〈菊池 勲〉

H26.4～

公民館係

〈係長/結城 みどり〉H27.7～

〈主事/玉井 佐耶加〉H28.4～

〈兼務体育振興係長/笠谷 俊介〉H28.4～

〈兼務体育振興係/吉田 結貴〉H28.4～

(社会教育指導員/高木 ゆかり) H12.4～

(常用職員/成田 隆之) H22.10～

(常用職員/藤盛 悟) H23.4～

(臨時職員/大西彩乃) H29.7～ (臨時職員/多田 由依) H29.4～5

(舞台/阿部央佳 H21.4～)*

(舞台/渡部絵梨 H23.4～)*

〈 〉町職員/（ ）委託・嘱託・常用・臨時職員/*会社委託職員

他に 17 時～22 時までの事務室警備（1名）、館内清掃（2 名）を会社委託している
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総務部門

４ 業務概要

公民館分館の管理

（11館）

広 報
公民館

広 報

施設管理

舞台管理運営

施設利用の受付/使用料の徴収/機械保守点

検の実施/外構環境整備の実施

分館の施設利用（ウトロを除く）

分館改修

おじろ通信編集/ゆめホールだより発行/

ホームページ管理

舞台利用の調整と受付/舞台保守点検の実

施/舞台技術の向上

本館の管理

（館内・館外）

舞台管理

公民館活動

部門
青年期年齢領域

事業

講座

活動援助

本館講座

分館講座

高齢期

公民館系団体

生きがい大学公民館専門課程/ゆめクラブ

（part1～8、全 16 回）/ふるさと探究講座/

子育てｴﾝｼﾞｮｲ講座（全 3回）

ﾏｲﾌﾟﾗﾝ･ﾏｲｽﾀﾃﾞｨ事業：「ﾊﾟｽﾃﾙｱｰﾄ講座」「自

彊術講習会」「BB カード入門講座」「ﾗﾝﾆﾝｸﾞ

教室」「ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ講習会」

高齢者学級「生きがい大学」

高齢者学級「生きがい大学ウトロ校」

地域分館講座の開催

（12分館）

斜里ユースまちづくり委員会

町老連/単位老人クラブ

芸術文化

部門

ロビー展/ホワイエコンサート

小劇場（低学年）：人形劇団プーク「いつも

ちこくのおとこのこ」「三匹のやぎのがら

がらどん」

小劇場（高学年）：劇団四季こころの劇場

ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ：ひのき屋「わいわい音楽隊」

ﾚｲｱﾛﾊﾌﾗ 5周年記念発表会/QUEUEB LIVE/大

井貴司・白土育美ｼﾞｬｽﾞﾗｲﾌﾞ＆ｾｯｼｮﾝ/ﾄｩﾙｰﾘ

－ｸﾞﾚｰﾄﾌﾙ 1000 ｷﾞｸﾞｽ 2017/昭和のうたコン

サート with 藤間勘喜志社中＆DRIFT ICE

CREW/シレトコドリームダンス/松井紫朗

「手に取る宇宙 in 知床」

しれとこ寄席/映画会「この世界の片隅に」

/陸上自衛隊演奏会/ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ奏楽ｺﾝｻ

ｰﾄ/秋川雅史ｺﾝｻｰﾄ/第 17回子ども芸術ﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙ「和の芸術文化にふれよう」/演劇公演

「砦」

音楽講座（一般向け・子ども向け）/演劇ﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟ/ｱｰﾄ体感教室/ダンス講座（一般向

け・子ども向け）/舞台基礎講座/書道ﾜｰｸｼｮ

ｯﾌﾟ/ﾘｺｰﾀﾞｰｸﾘﾆｯｸ

講座

公演事業

芸術文化

事業

活動援助

芸術文化講座

ゆめホール事業

芸文支援事業

青少年鑑賞事業

その他の事業

芸術文化系団体
芸術文化事業協会/文化連盟/友の会/各種

実行委員会
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５ 当初予算

今年度は、文化ホール等用プロジェクターの更新、分館では富士分館の屋根修繕を行った。また、

事業では、「しれとこ寄席」、「陸上自衛隊北部方面音楽隊コンサート」、アンサンブルグループ「奏楽」

コンサート、「秋川雅史コンサート」、文化庁委託事業「戦略的芸術文化創造推進事業」として、演劇

公演「砦」、第 17 回子ども芸術フェスティバル「和の芸術文化にふれよう」などを実施した。芸術文

化講座では、吹奏楽・演劇・書道ワークショップのほか、ゆめホール開館 20 周年記念準備事業とし

て、ダンスワークショップ・舞台技術基礎講座を実施した。

公民館講座として、ふるさと探究講座「佐々木 十美 講演会」を実施した。

《歳入》

目 節 説 明 17予算額 16予算額 差 充当先

教 育 費

使 用 料

公民館

使用料
公民館使用料 2,280 2,280 0

公民館維持管理
事 業 費

教 育 費

補 助 金

社会教育費

補 助 金

地域づくり総合

交 付 金
1,100 0 1,100

芸術文化公演助成
事 業 費

民 生 費

補 助 金

老人福祉

補助金

老人クラブ運営費

補助金
712 770 △58 公民館活動事業費

繰 入 金
教育費

繰入金

芸術文化振興基金

繰入金
1,000 1,000 0

芸術文化公演助成
事 業 費

雑 入 雑収入

ゆめホール主催事業

入場料
2,381 2,381 0

芸術文化公演・講座
事 業 費

ゆめホール公演事業

助成金
800 2,600 △1,800

芸術文化公演・講座
事 業 費

自動販売機電気料

公衆電話料
41 42 △1

公民館維持管理
事 業 費

雇用保険料本人負担分 24 29 △5

計 8,338 9,102 △764

芸術文化振興基金 現在高 11,893,171 円（30年 3月末）

《歳出》 以久科、大栄、三井、越川、来運地区の公民館分館施設の維持管理費

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

農 村 集 落

セ ン タ ー

維持管理費

農村集落

センター

維持管理

事 業 費

需用費 1,620 1,614 6

（消耗品） 150 150 0 蛍光管ほか

（燃料費） 186 175 11 灯油・プロパンガス他

（修繕料） 240 240 0 施設小破修繕

（光熱水費） 1,044 1,049 △5 電気・水道使用料

役務費 257 257 0

（通信費） 192 192 0 電話料金

（手数料） 65 65 0 水質検査等

委託費 860 856 4
管理業務、浄化槽維持、
消防設備

使用料 73 73 0 NHK 放送受信料

備品購入費 0 270 △270

小計 2,810 3,070 △260
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公民館運営審議会、分館長主事、社会教育指導員（斜里・ｳﾄﾛ分）

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

公民館費 公民館運

営事業費

報酬 5,043 4,763 280 公運審委員、分館会議、
社教指導員（斜里・ｳﾄﾛ）

共済費 734 702 32 社教指導員社保料

旅費 167 99 68 研修参加

負担費補助及び交付金 44 44 0 公民館協会負担金

小計 5,988 5,608 380

老人クラブ、生きがい大学（本校、ｳﾄﾛ校）、公民館課程成人式、ゆめクラブ、ゆめコミュ、分館講座

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

公民館費 公民館活

動事業費

報償費 1,257 1,411 △154 公民館･分館･子育てｴﾝｼﾞｮｲ

講座講師謝礼

旅費 145 222 △77 老連研修会引率旅費他

需用費 310 370 △60

（消耗品） 200 260 △60 本館･分館講座等消耗品

（印刷製本費） 110 110 0 生きがい大学文集印刷他

役務費 104 104 0

（通信費） 96 96 0 講座案内等郵送料

（手数料） 8 8 0 新聞折込手数料

賃借料 367 419 △52 映画フィルム借上げ他

負担金補助及び交付金 4,415 4,415 0 老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動･ユ

ースまちづくり助成金他

小計 6,598 6,941 △343

公民館本館及び６分館（中斜里、朱円、峰浜、川上、美咲、富士）の維持管理費

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

公民館費 公民館維持

管理事業費

共済費 253 254 △1 臨時職員分社保料

賃金 1,573 1,573 0 臨時職員分

需用費 19,327 21,754 △2,427

（消耗品） 1,650 2,050 △400 本館・分館消耗品

（印刷製本費） 49 49 0 各種用紙等印刷費

（燃料費） 6,104 6,637 △533 Ａ重油ほか

（修繕料） 1,638 3,167 △1,529 富士分館屋根修繕他

（光熱費） 9,886 9,851 35 電気水道料

役務費 1,013 1,118 △105

（通信費） 729 731 △2 電話、郵便料

（手数料） 164 239 △75 地下ﾀﾝｸ漏洩検査他

（保険料） 120 148 △28 公民館活動保険料他

委託料 23,308 22,302 1,006 舞台操作、分館管理･清掃

夜間業務他

使用料 1,159 1,189 △30 コピー機、印刷機、除雪
機、受信料他

工事請負費 0 4,491 △4,491

原材料費 60 74 △14 施設整備用資材

備品購入費 2,731 768 1,963 文化ホール等用プロジェ

クター

公課費 0 33 △33

小計 49,424 53,556 △4,132

公民館費合計 62,010 66,105 △4,095
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芸術文化講座の実施,芸術鑑賞機会提供(子ども芸術ﾌｪｽ、映画会ほか)

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

公演・講座

事業費

報償費 408 284 124 芸術文化講座講師謝
礼

旅費 252 166 86 職員･講師旅費

需用費 350 365 △15

（消耗品） 80 85 △5 講座、事業等事務用品

（食糧費） 50 60 △10 公演等ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ

（印刷費） 220 220 0 チラシ・ポスター印刷

役務費 259 273 △14

（通信費） 16 15 1 郵送、運送料

（手数料） 135 150 △15 ピアノ調律、チラシ新
聞折込料

（広告料） 108 108 0 新聞広告掲載料

委託料 4,708 4,783 △75 寄席公演･音楽公演他

使用料 200 175 25 映画ﾌｨﾙﾑ借上料他

小計 6,177 6,046 131

児童芸術鑑賞機会提供（ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄほか）、芸術文化事業協会助成事業

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

公演助成

事業費

負担金補助及び交付金 7,450 7,450 0 芸文協会、小学生芸術

鑑賞会実行委員会、子

ども芸ﾌｪｽ実行委員会

小計 7,450 7,450 0

目 事業 節（細節） 17予算額 16予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

団体育成

事業費

負担金補助及び交付金 453 1,903 △1,450 文連助成金、ｼｱﾀｰﾈｯﾄ、

公文協負担金

小計 453 1,903 △1,450

芸術文化振興費合計 14,080 15,399 △1,319



６ 利用者数

○本館利用者人数

一 般 一 般 一 般

使用日数 使用件数 本番件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数 練習利用 使用日数 使用件数 催物件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数 使用日数 使用件数 催物件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数

４月 4,693 26 10 5 3 2 0 13 3 2 1 26 1 1 0

５月 3,361 26 0 0 0 0 0 12 3 3 0 24 0 0 0

６月 6,913 26 17 8 6 2 0 20 3 2 1 26 0 0 0

７月 7,551 26 17 10 2 1 7 21 2 2 0 25 0 0 0

８月 6,010 25 15 4 1 0 3 17 8 5 3 22 0 0 0

９月 5,558 26 12 4 2 1 1 15 3 3 0 26 0 0 0

10月 11,714 26 24 15 5 2 8 21 0 0 0 24 0 0 0

11月 11,242 26 25 13 4 7 2 21 4 4 0 25 0 0 0

12月 7,265 23 15 6 3 2 1 18 4 4 0 20 1 1 0

１月 5,418 22 16 10 5 1 4 11 4 2 2 21 0 0 0

２月 5,239 24 14 2 2 0 0 22 14 13 1 22 0 0 0

３月 5,350 27 23 10 5 1 4 24 12 12 0 23 0 0 0

合計 80,314 303 188 87 38 19 30 215 60 52 8 284 2 2 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計 月平均 累計

10年度 11,535 14,274 11,221 6,190 7,855 11,878 62,953 10,492 62,953

11年度 12,947 5,206 13,170 10,070 8,574 12,462 11,641 16,688 7,372 6,473 10,047 6,028 120,678 10,057 183,631

12年度 5,599 6,995 9,022 5,240 11,165 8,594 9,633 11,712 6,232 5,356 8,629 6,874 95,051 7,921 278,682

13年度 6,103 5,466 7,176 8,173 11,703 11,850 12,529 11,602 7,761 4,821 9,965 7,605 104,754 8,730 383,436

14年度 6,245 5,245 6,436 12,861 11,017 10,090 8,448 12,554 7,210 4,635 9,197 7,616 101,554 8,463 484,990

15年度 9,512 6,855 6,927 11,290 7,715 7,815 12,715 20,068 5,112 4,060 13,636 6,406 112,111 9,343 597,101

16年度 7,882 5,071 14,660 13,748 14,406 13,600 13,538 16,666 7,551 6,314 16,372 7,608 137,416 11,451 734,517

17年度 6,535 5,460 10,657 11,931 15,126 12,536 12,761 16,059 5,585 7,877 7,385 5,867 117,779 9,815 852,296

18年度 6,025 4,427 5,561 12,929 4,187 6,719 7,621 13,702 4,551 5,398 8,491 7,101 86,712 7,226 939,008

19年度 10,230 5,464 5,228 9,327 5,662 6,221 9,552 10,133 6,975 3,766 6,993 5,895 85,446 7,121 1,024,454

20年度 5,916 4,403 5,035 6,450 5,259 6,567 8,037 10,526 6,738 3,908 7,423 5,765 76,027 6,336 1,100,481

21年度 4,573 4,749 10,042 8,698 8,473 7,547 9,690 10,575 7,366 4,336 11,330 6,073 93,452 7,788 1,193,933

22年度 5,536 5,267 8,125 10,902 12,085 6,850 8,752 12,776 11,003 4,588 9,935 7,136 102,955 8,580 1,296,888

23年度 7,826 5,642 7,570 7,823 9,295 7,899 11,602 8,830 6,042 4,493 9,221 5,756 91,999 7,667 1,388,887

24年度 4,179 4,616 9,038 6,528 4,858 8,438 6,436 9,378 9,214 3,909 8,131 6,209 80,934 6,745 1,469,821

25年度 3,855 4,184 6,997 6,553 4,849 6,074 9,425 8,593 6,490 4,989 9,136 4,469 75,614 6,301 1,545,435

26年度 4,313 5,815 9,093 9,725 5,617 8,570 7,468 12,776 8,440 6,012 7,873 5,308 91,010 7,584 1,636,445

27年度 7,714 4,515 3,957 10,512 4,573 9,391 10,025 11,083 6,721 7,854 7,952 5,375 89,672 7,473 1,726,117

28年度 3,490 3,613 7,608 10,948 3,675 5,506 9,507 10,992 5,290 5,884 7,275 6,257 80,045 6,670 1,806,162

29年度 4,693 3,361 6,913 7,551 6,010 5,558 11,714 11,242 7,265 5,418 5,239 5,350 80,314 6,693 1,886,476

平均 6,483 5,071 8,064 9,540 8,118 8,541 10,131 12,511 7,207 5,314 9,104 6,529 94,324 8,123

※平成23年度より、ロビー展示利用者のカウント方法の適正化を実施。（各室利用者の1/2とする。）

リハーサル室

利用人数 開館日数

平成10年10月の開館以来、11年度末までは、月平均1万人の利用者があった。年間利用者は、12年度に
減少したもの13年度からは10万人台に乗せ、16年度は屋外イベントに関連する利用と展示系の利用が多
く年間で13万人台と過去最高を記録した。17年10月から使用料を改定し、18年度から減少に転じたもの
の、21年度から新たなロビー展も開催するなど館利用の促進を図り、22年度に再び10万人越えの利用者
があった。26年度は、3年ぶりに9万人台となったが、それ以降は、再び減少傾向となり、29年度は、ほ
ぼ前年度並みの人数となっている。要因としては、定期利用団体の減少や、各公演・催事の集客が減少
していることなどが考えられる。

年度別利用者数の推移

催 物 利 用 催 物 利 用催物利用

平成29年度 ゆめホール知床 年次集計表
全 館 文化ホール 公民館ホール
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○文化ホール利用内訳

本番 リハーサル 練習利用 仕込み等 合計 開館日数 稼働率

Ｈ１０ 58 36 19 7 120 142 84.51%

Ｈ１１ 102 43 86 7 238 308 77.27%

Ｈ１２ 89 37 79 33 238 307 77.52%

Ｈ１３ 84 24 80 22 210 307 68.40%

Ｈ１４ 63 35 80 27 205 309 66.34%

Ｈ１５ 76 31 66 53 226 304 74.34%

Ｈ１６ 71 32 56 47 206 277 74.37%

Ｈ１７ 63 25 40 41 169 303 55.78%

Ｈ１８ 58 25 24 84 191 303 63.04%

Ｈ１９ 50 19 25 83 177 304 58.22%

Ｈ２０ 49 7 50 76 182 304 59.87%

Ｈ２１ 40 9 24 117 190 304 62.50%

Ｈ２２ 40 18 23 140 221 303 72.94%

Ｈ２３ 44 23 24 140 231 304 75.99%

Ｈ２４ 34 17 11 185 247 303 81.52%

Ｈ２５ 32 16 40 136 224 302 74.17%

Ｈ２６ 34 19 22 133 208 303 68.65%

Ｈ２７ 37 18 19 140 214 305 70.16%

Ｈ２８ 37 20 19 123 199 304 65.46%

Ｈ２９ 38 19 30 101 188 303 62.05%

平均 56 24 41 84 205 295 73.32%
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（人）

施設名 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

美咲分館 860 726 1,049 706 641 659

川上分館 1,656 1,276 1,722 1,092 1,200 1,128

峰浜分館 452 392 396 326 433 347

中斜里分館 8,215 7,913 6,661 5,552 6,146 7,880

朱円分館（保育所除く） 814 731 368 993 602 626

来運分館 ※ 634 598 512 337 449 386

三井分館 ※ 601 718 623 252 277 292

越川分館 ※ 1,291 1,198 1,046 928 1,038 949

以久科分館（保育所除く）※ 1,071 1,164 991 813 884 855

富士分館 231 449 273 176 253 97

大栄分館 ※ 227 406 283 328 293 342

ウトロ分館 15,088 18,396 18,411 23,469 26,489 26,272

合 計 31,140 33,967 32,335 34,972 38,705 39,833

※集落センター

公民館分館では、地域の自主企画による公民館講座のほか、老人クラブ、仲良しクラブ、保育
所、会議、葬儀場などに利用されている。

【年間利用者数】

○分館施設利用者人数

16
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７ 29 年度ゆめホール知床推進計画

■上位計画等の状況

（１）斜里町民憲章

基本理念としての町民憲章を、町民共通の規範として、あらゆる分野でその実現と実践を目指し

ていきます。

（２）斜里町自治基本条例

住みよいまちを築くため、協働・町民参加・情報共有の３つの原則を柱とした自治に関する基本

的なルールを定めた町の最高規範である斜里町自治基本条例に基づいた施策の実施を目指します。

（３）第６次斜里町総合計画

まちづくりの基本理念を「みどりと人間の調和を求めて」とし、基本テーマを「幸せを実感でき

る住みよいまちづくり」として、次世代に向かって町が目指すべき姿やまちづくりの方向性を町

民・議会・行政で共有し、一緒に取り組んでいくため、また、斜里町自治基本条例に基づく総合的

かつ計画的な町政運営を図るための計画です。

□ゆめホール知床関連抜粋

≪基本目標≫ 心豊かにつながり学び合うまちをめざす

政 策 基本施策 単位施策

６－２

地域を支え育てる人材の

育成

６－２－２

生活習慣を育む家庭教育力の

向上

６－２－２－１

親の育ちを応援する学習機会の

充実

６－２－２－２

地域教育力の向上

６－３

地域を育む社会教育活動

の推進

６－３－１

公民館を活用した生涯学習の

充実

６－３－１－１

生涯各期に合わせた学習機会の

提供

６－３－１－２

地域コミュニケーションの推進

６－３－１－３

芸術文化の支援体制の推進

《斜里町民憲章》

１.元気で働き、みんなで 豊かなまちをつくりましょう

１.きまりを守り、みんなで 明るいまちをつくりましょう

１.親切をつくし、みんなで 平和なまちをつくりましょう

１.自然を愛し、みんなで 美しいまちをつくりましょう

１.文化を高め、みんなで 楽しいまちをつくりましょう

《計画期間》平成 26年度から平成 35年度

《基本目標》

１ 自然と共に生きることができる住みよいまちをめざす（環境）

２ 足腰の強い産業をめざす（産業）

３ 快適なまちをめざす（社会基盤）

４ 安全安心なくらしをめざす（生活）

５ いきいきと自分らしく健やかに暮らせるまちをめざす（保健・福祉・医療）

６ 心豊かにつながり学び合うまちをめざす（教育）

７ 町民が主役になって住みよいまちをめざす（自治・行財政）
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（４）基本教育

① 教育目標

② 社会教育目標

（５）生涯学習計画

町民憲章と第６次斜里町総合計画の「みどりと人間の調和をもとめて」を基本理念に、「教育目標」、

「学校教育目標」、「社会教育目標」を基本目標として、斜里町全体の生涯学習施策のための「総合

指針・総合調整」としての性格と、町民や社会教育関係団体の主催的な学習活動を奨励する性格を

もった計画です。

（平成 26～30 年度までの評価策定）

１.知性をみがき 明るい未来をひらく人に

１.自然を愛し 豊かな郷土をつくる人に

１.仕事にはげみ 進んでくらしを高める人に

１.生命を尊び たくましく心身をきたえる人に

・主体的に学び 生きがいのある 生活をめざす人に

・ふれ合いを深め 個性豊かな 文化を創る人に

・自然に誇りをもち 明るく豊かな まちをつくる人に

・自然やスポーツに親しむ 健全な 心身を育む人に
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平成 29 年度 公民館総合目標

「集い・学び・結ぶ」公民館として、生涯学習機会の提供と情報発信を積極的に進めるとともに、

住民ニーズ及び地域課題・年齢領域別課題の把握に努め、その改善をめざす。

本年度は、昨年度に引き続き「斜里の魅力再発見」をテーマに住み良い・住み続けたい文化的な郷

土づくりに向けて、総合計画及び生涯学習計画に基づいた学習機会の提供や人材育成に貢献する事業

展開を図る。また、生涯学習の拠点施設として多くの町民に利用され、親しみやすい環境を整えた地

域力を高める公民館をめざす。

《総務部門の業務について》

（１）総務部門の課題

① 町民のための利用しやすい公民館

ア 多様な利用の希望に対し、公平で適切な対応が求められており、これらへの受付業務を

一元的に管理することにより、利用者の立場に立った迅速な受付対応をめざす。

イ 使用料の徴収事務は、受付業務同様に正確で迅速な対応をめざす。

② 舞台業務の職員対応

舞台業務の実施にあたって、職員の時間外勤務縮減による制限から、専門的知識、技術の維

持等に対しての制約が生じているが、引き続き舞台業務受託会社職員との連携体制の構築を図

り対応する。また、舞台業務受託会社と内容調整を行い、職員の舞台研修機会を確保しながら、

舞台技術水準の維持とスキルアップをめざす。

③ 効率的な事務

窓口的業務と舞台対応業務、団体対応及び事務的業務と施設管理業務等が錯綜し、集中的な

事務遂行が困難になる場合が少なくないが、総合計画進行管理に基づく単位施策評価調書の作

成や推進計画の評価を行うことにより、効率的な施設運営と業務遂行をめざす。

（２）重点活動

① 利用しやすい公民館づくり

利用(希望)者の要望を的確にとらえるとともに、積極的なあいさつを心がけ明るく迅速な対

応を行うことにより、町民のための公民館としての機能が十分発揮されるよう対応する。

ア おじろ通信・町広報紙・友の会通信・ゆめホールだよりのほか、毎月館内に行事予定表を

掲示する。また、ホームページ等を活用した情報提供に努めるほか、ＳＮＳを利用した情

報提供を推進する。

イ 関係機関・職種等との連携により情報の発信と把握に努める。

ウ わかりやすく・親切丁寧な対応に努める。

② 舞台技術の継続的な維持と教育普及活動の実施

舞台業務受託会社職員による対応をホールのみに限らず、直接利用者と接し相談・企画段階

から共に築きあげることにより、町民の文化芸術活動の向上や舞台技術の理解を図る。

ア 舞台業務受託会社との連携を図る。
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イ 舞台打合せの早期実施による利用者の企画力向上を援助する。

ウ 専門的な舞台運用技術の維持を委託会社により実施する。

エ 舞台技術講座を通し知識の習得の場を提供する。

オ 舞台に関する業務管理を総括する。

③ 施設整備の推進

本館の建物設備、空調衛生設備、舞台機構等について、優先順位を明確にした中長期の修繕

計画の見直しを図る。

各分館の屋根・外壁等の補修を年度ごとに計画し、分館の管理を委託している地域と協議し

ながら小破修繕を行い、安全な施設管理に努める。

ア 公共施設整備計画に基づく施設の管理

イ 各分館の小破修繕

④ 効率的な施設運営と事業実施

行政全体で取り組んでいる総合計画進行管理に伴う単位施策評価等と並行して、利用者の立

場に立った事務事業の見直しや廃止を行うとともに、新規事業の企画立案を積極的に行う。

ア 単位施策評価により、次年度計画を進めるとともに、新年度予算への反映に努める。

イ 広い視野と専門性を持った職員を育成する。

《公民館活動部門の業務について》

◇公民館活動は「人づくり」であるとう原点に立ち返り、自立した持続的なまちづくりを図るため、

既存事業を含めた再構成を行い、斜里の魅力を再発見できる講座の展開をめざす。

（１）公民館活動部門の課題

① 子育て中の親子に関する課題

住み良いまちを実現するため、託児先の問題や孤独化など、子育て環境の整備が課題となっ

ている。

② 子どもたちの成長に関する課題

子どもたちの豊かな成長にとって「家庭」「学校」「地域」の三者の輪が上手く結合すること

が必要である。

③ 青年期のまちづくり活動に関する課題

近年、青年期に対する学習機会の提供の取組みが行われていなかったが、27 年度から成人式

実行委員会を組織し、他町の青年組織との交流や成人式の企画運営に携わることで、まちづく

りに対しての関心を高める足掛かりとし、昨年度「斜里ユースまちづくり委員会」を立ち上げ、

成人式の他に独自事業を企画実施した。今後も若者の視点による継続した事業展開を図ること

が課題である。

④ 高齢期の学習活動に関する課題

高齢期の学習活動として「生きがい大学」を昭和 48 年から（ウトロ校は平成 14 年）開設し

ている。ここ数年「団塊の世代」を中心とした比較的学習意欲の高い高齢者層の要望とその他

の学生との意識のギャップが生じており、多様なニーズを持つ高齢者層への対応が課題となっ

ている。
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また「健康づくり学習」に関しては、介護予防重視に力点を移しており、老人クラブ・町保

健福祉課との連携した活動が求められている。

⑤ 全世代向け講座の開設に関する課題

以前から町内産業間の連携と情報共有に関して課題があり、個別産業を繋ぎ・結ぶ機会の提

供が求められている。

③ ウトロ地区での公民館活動の展開

ウトロ地区については独自の事業展開が必要なことから、ウトロの社会教育指導員を中心と

し講座を展開している。今年度も、地域と連携した子ども向け講座を展開する。

④ 分館における講座の展開

１２分館（ウトロ含む）において、地域住民の自由で自発的な学習計画により、通年講座の

開設が出来るよう、分館長及び主事との連携を図り内容の充実を図る。

（２）重点活動

① 子育て環境の向上をめざして

子育てしやすい環境整備について、親同士が自ら学び合い、仲間づくりの機会を提供するこ

とで、「親の育ち」を支援し、孤独化を防ぐとともに、子どもの健やかな成長を支援する。

② 子どもたちの豊かな成長をめざして

子ども芸術文化講座を団体・関係機関・町民サークルと連携し実施することで、子どもたち

に多様な体験と文化芸術活動への関心を高めてもらう。また、地域との密接な連携を図り、地

元講師の協力の下で、連続した子ども向け講座を実施する。

③ 青年期のまちづくり活動への参画促進について

昨年度組織した「斜里ユースまちづくり委員会」を基礎とし、青年活動を活性化することに

より、次世代を担う若者自らが住み続けたくなるまちづくりを考える学習機会の提供を図る。

④ 高齢期の学習形態の整備

ア 生きがい大学での学習活動を基盤としながら、高齢期を迎える層に魅力的な「専門的」学

習機会の提供と、生きがい大学のあり方についての検討を進めていく。

イ 昨年度に引き続き、町保健福祉課・老人クラブと連携し、健康づくり等に関する学習活動

の普及に努める。

⑤ 全世代向け講座における町内産業間連携の促進について

各産業個別の課題を町全体の課題と捉え、その問題を異業種間で共有し、産業間連携を促進

することを目的とした講座の開設を企画する。

⑥ 分館における講座に対し、情報の提供や実施に向け支援体制の充実を図る。

《芸術文化活動部門の業務について》

（１）芸術文化部門の課題

① 自主企画事業の展開・芸術文化人口の拡大

ア ゆめホール主催公演事業を単なる鑑賞機会提供型から、講座・ワークショップなどへの展

開を見据えた、芸術文化普及を目的とした参加体験型公演としていく。各種助成事業を活用
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しながら、多様なニーズを把握し文化人口の拡大に努める。

イ 公演事業の観客が固定化しないよう、引き続き幅広い年齢層が、幅広いジャンルにわたっ

て親しみやすい芸術文化に触れる環境整備を図る。

② 町民が行う芸術文化事業への支援

町民による鑑賞型事業の充実を図るため、げいぶん支援事業として引き続き支援する。

（２）重点活動

① 自主企画事業の実施

館による企画や制作性を盛り込んだオリジナル事業を展開し、幅広い年齢層が芸術文化に触

れる事業を推進する。

ア 公演事業での鑑賞提供の他に、講座・ワークショップなど学校・福祉施設等へのアウトリ

ーチ・クリニックを展開する。

イ 小学校芸術鑑賞事業、中学校芸術鑑賞事業等、学校対象の事業を通し、青少年の鑑賞機会

拡充を継続する。

ウ 他機関との連携を図り、様々な事業を取り入れながら、新たな客層の掘り起しを行う。

エ 芸術文化講座など普及活動に重点をおいた事業実施により底辺づくりを行う。

オ ゆめホール知床のサポーター的存在である友の会、ホールボランティアサークル「猫の手」

の活性化に取り組む。

カ 平成 30年度のゆめホール知床開館 20 周年に向けた記念事業の企画検討を進める。

② 町民が行う文化芸術事業への支援

町民が自ら企画・制作する事業など、町民が主体となって招聘する公演事業を支援すること

により、幅広い文化・芸術活動の推進を図る。

ア 芸術文化事業協会をとおした事業支援（助成）を継続する。

イ ゆめホール知床で入手する文化芸術に係る情報の提供に努める。

ウ 小規模団体・サークルの発表機会を提供するため、ホワイエコンサートやロビー展の開催

など、町民企画を促進する。



◆６－２－２ 生活習慣を育む家庭教育力の向上

単位施策『親の育ちを応援する学習機会の充実』

事
業

1 子育てエンジョイ講座
今年度のテーマを「環境にやさしい暮らし方」とし3回
の講座を開催した。昨年に引き続き、北海道消費者協会
の講師派遣制度を活用した。

◆６－３－１ 公民館を活用した生涯学習の充実

総務部門

1 議会（常任委・本会議）対応 定例会、臨時会、常任委員会等に対応。

2 教育委員会議 定例会、臨時会に議案等対応。

3 政策開発調整会議 会議へ出席し、案件の計画的処理を行った。

4 部内課長連絡調整会議 会議に出席し連絡調整に努めた。

5 館内職員連絡調整会議
基本を水曜9時とし定例化を図った。（平成28年度32回
開催）

6 ゆめホール知床28年度推進計画
総合計画に合わせたものを策定した。公運審に報告し、
年度途中での検証・中間総括を行った。全体総括は年度
内に間に合わないため、Ｈ30年度で行う。

7 ゆめホール知床29年度推進計画
事業内容の決定が年度末になるため、年度内での計画作
成に至らなかった。総合計画に合わせた課題集約を行っ
た。

8 予算管理 各事業ごとの執行状況の適正な把握

9 予算執行
財務ｼｽﾃﾑによる調書、積算書に基づく予算執行、点検を
実施

10 監査 資料の作成、決算審査、決算審査特別委員会の対応

11 現金収納、管理 日常管理と会計課との現金引継の適正化。

平成２９年度 公民館推進計画

議
決
・
協
議

経
理
・
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査

政
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・
連
絡
・
計
画

区 分 № 項 目(事業) 実施内容

区 分 № 項 目(事業) 実施内容
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検討 企画 → 実施 実施 結城 玉井

定例 定例 定例 定例
菊池 結城

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 菊池 結城

① ② 菊池

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 結城

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 結城

策定
推進

→ 報告 → → → 検証 → → → → → 菊池 全員

課題
集約

予算
要求

→ →
議決
概要
策定

菊池 全員

随時 → → → → → → → → → → → 結城 菊池

出納
閉鎖

→ → → → →
実行
予算

次年度
積算

→ → 点検 結城 菊池

点検 →
資料
作成

決算
審査

定期
監査

決算
特別

点検 結城 菊池

随時 → → → → → → → → → → → 結城
多田
大西

担当 副担当10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 9

2 3 担当 副担当8 9 10 11 12 14 5 6 7
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◆６－３－１－１ 公民館を活用した生涯学習の充実

単位施策『生涯各期に合わせた学習機会の提供』

1 生きがい大学運営・集合学習

健康などに関する事や町の現状や取組みなど、また世代
間交流を取り入れながら集合学習を実施。学生の意見を
取入れながら、集合学習に関心を持ってもらえる内容が
必要。

2 生きがい大学あり方検討
検討会議は開催することができなかった。学生数は横ば
い状態である。事務局・講師が一堂に会しての検討会は
実施していないが、普段から連絡を密に行っている。

3 生きがい大学ウトロ校
計画どおりに実施すること、学生の様子を見ながら全体
を把握することに専念した。学習内容の充実度の把握が
必要。

4 生きがい大学公民館課程

リトミックとわたし遺産は、学生にとって楽しさの面か
ら両極だった。それゆえメリハリのある1年だったので
はないか。気が進まないことをいかに盛り上げるか、関
心を持ってもらえる内容をいかに工夫するか課題であ
る。

5 生きがい大学自治会

本年度8回の役員会を開催し行事に合わせ対応してい
る。学生や役員から意見を取り入れながら自治会活動に
反映。今後、自治会が自主運営できる体制を整える必要
がある。

6 成人式
斜里ユースまちづくり委員会が一部企画・運営を行っ
た。ロビー企画やスライドは、前年度の反省を生かし、
新成人により楽しんでもらえるよう工夫を凝らした。

7 一般向け公民館講座

講演内容は大変好評であった。関係団体への個別周知は
特段行わなかったが、子育て中の母親や、給食センター
関係者等の参加があり、食への関心の高さがうかがえ
た。

8 児童向け講座（ゆめクラブ）
夏休み講座は内容とやり方の検討が必要。逆に土曜開催
とシリーズ化されたゆめクラブが定着している反動とも
考えられる。

9
ウトロ地区
児童向け講座（ゆめコミュ）

子どもが集まれる日が少ないこと、参加者が仲よしクラ
ブの子だけであることが大きな課題である。

10 ユースまちづくり講座

全15回の会議を行い、成人式やイルミネーションなどの
既存事業を継続して行ったほか、青年異業種交流会
「ShaLink」を開催し、新たな青年層が交流できる場を
作った。委員の自主性の発掘は引き続き課題となってい
る。

11 網走ブロック広域事業

テーマを「網走ブロックの社会教育事業の未来を考え
る」と設定し、高齢者教育、家庭教育、女性教育、青少
年教育について、各市町の実態や課題を整理し、今後に
向けた検討などを行った。

12 高齢者リーダー研修会
網走市で4名の参加で、グループワーク「自分にできる
ことって！？」に参加。休憩時を利用し担当職員間での
意見交換を行い情報提供を行った。

13 管内公民館職員委員研修会

道公民館大会（釧路大会）は、公運審委員3名と館長が
参加、管内公民館職員・審議会委員研修会は、公運審委
員職員2名、館長及び社教指導員が参加した。いずれも
有意義な研修となり、来年度の事業展開のヒントになっ
た。

区 分 № 項 目(事業)

平成２９年度 公民館推進計画

事
業

研
修

実施内容

講
座
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①6②
13③20

④11⑤
18⑥25

⑦8⑧
15 ⑨

22

⑩6⑪
13⑫20

⑬3
⑭7⑮
28

⑯12⑰
19⑱26

⑲2⑳
16

22 成田 玉井

菊池
成田
玉井

①6
②26

③17 ④15 ⑤13 ⑦9
⑧6
⑨27

⑩19 ⑪15
⑫6
⑬20

⑭10
⑮24

⑯7
⑰22

山中 成田

①13
②11
③18

④8
⑤22

⑥20 ⑦7 ⑧12
⑨2
⑩16

高木 成田

総会
14

若返り
の集い

13

修学旅行
上旬

大学祭
19

福祉
施設
慰問

文集 → 成田 玉井

検討 → → → → → →
広報
周知

案内
発送

7 玉井 結城

検討 → 企画 周知 → 実施 結城 全員

P1 P2
夏休み
講座

P3 P4 P5 P6 P7 P8 高木 全員

P1 P2 P3 P4 P5 山中 結城

総会
企画検
討・実

施
→ → → →

ShaLin
k

→ 成人式 → → 玉井 結城

①21 ②8 ③28 ④14 ⑤26 ⑥6 玉井 結城

開催 成田 結城

随時
公民館大

会 菊池 結城

65 9 担当 副担当10 1114 7 8 12 32
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◆６－３－１－２ 公民館を活用した生涯学習の充実

単位施策『地域コミュニケーションの推進』

機
関

1 公民館運営審議会

6/29第1回開催、10/27第2回開催、3/29第3回開催（第
2回は、委員による自主開催）。自主開催ではなく予
算化したい。毎回活動のヒントになるご意見をいただ
いている。

協議 2 分館長・主事会議（12館）
2回の会議を開催し、分館長・主事への指導等を行
い、分館の適正管理を図った。

3 分館予算要望 各分館からの要望を聞きながら随時対応した。

4 各分館施設補修・備品整備
整備計画に沿っての施設改修行った。富士分館屋根改
修工事。また、防火対象物点検特例認定の更新を行っ
た。

5 老人クラブ連合会

各事業を実施。2年に1度の文化交流会を行ったほか、
研修会では会員増強についての実践事例発表など、学
習を行った。役員の成り手や会員減少などの問題に対
し、引き続き検討していく必要がある。

6 単位老人クラブ
各単位会で自主的に計画をたて、各種出前講座やいき
いき100歳体操で健康促進・介護予防、社会奉仕活動
で地域貢献、研修会で会員交流など実施した。

7 マイプラン・マイスタディ事業
平成29年度実績：5件
管内講師2件、管外講師3件となり、6月の段階で受付
を締め切ることとなった。

8 公民館分館講座
実施に向けて、昨年度未実施の分館には個別に指導を
行い、全館実施することができた。
今後も個別指導が必要。

9 ウトロ分館講座
住民が要望する講座があっても開催までに至らなかっ
たケースがあった。講師を選定していくことが課題。

10 「館報」作成
計画通り5月中に100部発行した。誤字・脱字等があ
り、発行前の再点検が必要。

11
ゆめホール知床ホームページの運用・
管理、SNS・ほっとメールしゃり等によ
る広報

ゆめホールカレンダーやSNSなどで情報発信を行っ
た。SNSの更新頻度や認知度を上げ、きめ細やかな情
報発信をしていく必要がある。

12 対外情報紙「ゆめホールだより」発行
カラー写真はより様子がわかりやすく記録としても後
の資料になる。

13
教育委員会広報「おじろ通信」ゆめ
ホール分編集

催事の告知に活用するだけでなく、マイプランやげい
ぶん支援制度など、活用が広がるように効果的にわか
りやすく知らせる紙面作りを検討する。

14 「おじろ通信ウトロ版」発行
幅広い年代にとって見やすい紙面と正確な情報提供に
努めた。

平成２９年度 公民館推進計画

広
報
・
出
版

管
理
・
運
営

活
動
・
援
助

事
業

区分 № 項 目(事業) 実施内容
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① ② ③ 菊池 結城

① ② 成田 菊池

実施
要望

→ → → → → → 集約
積算
要求

→ → → 成田 藤盛

随時 → → → → → → → → → → → 成田 藤盛

総会
25

助成
事務

ﾊﾟｰｸｺﾞ
ﾙﾌ

ブロッ
ク研修

会

文化交
流会9

網走地
区研修
会12・

13

ｽﾛｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ

町内
研修

役員
研修

玉井 成田

通年
実施

→ → → → → → → → → → → 玉井 成田

受付
周知

①② ③ ④ ⑤ 玉井 菊池

通年 → → → → → →
分館長
主事
会議

実施 → → → 成田 結城

検討 → → → スキー 山中 成田

作成 発行 菊池 多田

随時
更新

→ → → → → → → → → → → 玉井 多田

発行 → → → → → → → → → → → 高木 菊池

発行 → → → → → → → → → → → 高木 結城

発行 → → → → → → → → → → → 山中 結城

担当12 1 2 36 7 8 9 10 11 副担当4 5
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◆６－３－１－３ 公民館を活用した生涯学習の充実

単位施策『芸術文化の支援体制の推進』

1
子ども向け芸術文化講座
「吹奏楽クリニック」

6月・7月の2回にわたりｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾝﾄﾞ、斜里中・斜里高吹奏
楽部向けクリニックを行い、成果発表につなげることが
できた。また、JA斜里町金融店舗ロビー、ウトロ漁村セ
ンターでのアウトリーチ（演奏会）も行うことができ
た。

2
芸術文化講座
「合唱クリニック」

6月・7月の2回にわたりクリニックを行い、成果発表につ
なげることができた。声の響きかせ方や口の形、ブレス
等について指導を受け、参加者から好評を得た。

3
芸術文化講座
「近藤良平ダンスワークショップ」

講師の話は大変面白く、絶えず笑いがあり和気あいあい
と進んでいた。今回参加者0名の可能性もあることから、
事前申込みを取ることを今後実施する場合は検討する。

4
芸術文化講座
「アート体感教室」

知床ウトロ学校100周年に合わせ、校歌のカラオケ映像を
作成。講師のアサダワタル氏他スタッフ3名が1週間ほど
学校に滞在して実施された。子どもによるテロップの習
字や撮影が講師のサポートのもと行われ、保護者や地元
住民の参加は少なかったものの、子どもたちの思い出に
残る、個性豊かな映像が作られた。学校や地域に思いを
はせるきっかけとなった。

5
芸術文化講座
「演劇ワークショップ」

7月・9月の2回にわたり実施し、2回目はボランティアで
指導いただいた。本ワークショップを通じ、Ｈ30年度に
実施する手づくりシアターへの協力体制の構築につな
がった。

6
芸術文化講座
「書楽家時間」

子ども芸術フェスティバルと連動して実施した。講師：
安田有吾氏。一般向け2回、斜里高校書道部向け1回実
施。「書」に接する楽しさを体感した。

7
芸術文化講座
「リコーダークリニック」

全国大会の出場権を得た斜里中学校吹奏楽部リコーダー
演奏にたいし、3/3中野聖子氏による楽器メンテナンス、
松浦孝成氏によるクリニックを行い、3/4お披露目コン
サートを開いた。

8 舞台技術講座

1月に2日間にわたり、北海道文化財団の事業を活用し、
講師に太田晃正氏を迎え開催。1日目は各地域の劇場づく
りと演劇などの取り組み。2日目は舞台にセットや照明を
仕込み、セットの見え方や歴史などを学んだ。今後も
ホール職員の舞台講習は必要。

9
ゆめホール開館20周年記念事業「斜里町手づ
くりシアター」

平成30年に迎えるゆめホール開館20周年に向けて、町民
有志による実行委員会が組織され、脚本制作を菅村敬次
郎氏・森一生氏に依頼した。

10
ゆめホールサポート事業
「文化連盟育てる事業」

新規ジャンルを開拓し、文化連盟加盟団体による育成事
業をサポートしていく。
町民文化祭に出演・出展できるよう対応。

11 町民企画展の実施

①楽しい子どもの美術展については、前年同様に開催し
た。引き続き継続開催していく。
②28､9年度は町民文化祭に合わせて実施。H28観覧者数
2,426名、H29観覧者数2,587名。町民文化祭の開催時期に
合わせることにより集客が増加した。

12
小学校鑑賞機会提供事業
斜里町小劇場公演

6/28小劇場低学年公演「人形劇団プーク」による「いつ
もちこくのおとこのこ・三匹のやぎのがらがらどん」、
8/29小劇場高学年公演「劇団四季こころの劇場」「嵐の
中の子どもたち」を鑑賞した。

平成２９年度 公民館推進計画

区分 № 項 目(事業) 実施内容

講
座
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企画 16～18 15 結城 全員

企画 17･18 15 結城 全員

6～8 藤盛 結城

実施 玉井 結城

実施日
程調整

→ 14 実施 結城 菊池

実施 結城 玉井

高木 結城

検討 → → → → 実施 成田 全員

世話人
会

実行委
員会

→ → → → → → → → 結城 菊池

企画 周知 実施
実施・
発表

結城 全員

随時 →

①6/2
～6/16
楽しい子ど
もの美術展

→ → → →

②
11/14
～

11/26
ひとゆめ展

→ → → → 藤盛 全員

会議①
25

プーク
人形劇

28

劇団四
季
29

会議② 高木 全員

104 11 3 担当 副担当12 1 295 6 7 8
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区分 № 項 目(事業) 実施内容

13
小学校鑑賞機会提供事業
スクールコンサート

9/26-27 「ひのき屋 わいわい音楽隊」鑑賞。
子どもたちを盛り上げ密着した内容は好評であり、学校
へ出向くスクールコンサートならではの良さがあらわれ
た。

14
鑑賞機会提供事業
中学校芸術鑑賞事業

土曜授業の一環として「こぶし座公演」を行った。
（2/3）

15
鑑賞機会提供事業
「しれとこ寄席」

6/6 「しれとこ寄席」 出演：柳家喬太郎 他

16
鑑賞機会提供事業
「アンサンブルグループ奏楽コンサート」

昨年に引き続き2回目の事業であり、吹奏楽クリニック、
合唱クリニックなどの成果発表やアウトリーチなどを盛
り込み進めることができた。（一財）地域創造の創造プ
ログラム事業として、2～3年を見通した文化プログラム
に取り組める。

17
鑑賞機会提供事業
「陸上自衛隊北部方面音楽隊斜里公演」

7/8 「陸上自衛隊北部方面音楽隊Concert Tour2017斜里
公演」2013年以来の昼公演開催

18
鑑賞機会提供事業
「秋川雅史コンサート」

10/3 「秋川雅史コンサート」 合唱団・一般参加者と
の共演

19 鑑賞機会提供事業「映画上映会」 6/15「この世界の片隅に」を実施。

20 鑑賞機会提供事業 演劇公演「砦」
3月17 演劇公演「砦」出演：村井國夫・藤田弓子他。文
化庁戦略的芸術文化創造推進事業。

21
鑑賞機会提供事業
「子ども芸術フェスティバル」

今年度は「和の芸術文化」をテーマに約770名の来場者。
斜里高校書道部作品・将棋パネル展示や、書パフォーマ
ンス、プロ棋士による将棋教室等を実施。集団鑑賞では
斜里高校書道部顧問が解説対応した。土曜授業等が重な
り、わくわくステージは中止とせざるをえなかった。実
行委員の固定化・テーマのマンネリ化など、今後のあり
方を検討すべき時期にきている。

助
成

22 げいぶん支援事業
事業本数7本・支援金額2,070千円（町助成金6,000千
円）。様々な情報提供により、実行委員会の支援も必
要。

23 芸術文化事業協会
事業数は、7本と例年並みだが、大きな公演が無く、予算
600万円のうち約200万円の助成に留まった。

24 斜里町文化連盟 町民文化祭、ほろ酔いダベリング等を実施した。

25 友の会事務

H29会員数は145人。秋川雅史指定席公演を機に遠方者が
友の会に入会した。指定席公演先行チケット発売は町民
には大きなメリットではなかった。砦キャストとの交流
会は久しぶりの開催となった。ダメ元で劇団に提案して
みる価値はある。会員限定の特別企画を工夫する必要が
ある。

26 ﾎｰﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ猫の手支援

ゆめホール自主事業でのもぎり、会場係、猫の手喫茶な
どの対応を行った。独自事業として、2年ぶりに町外研修
にいくことができたが、平日の夜であり、参加人数が少
なかった。

事
業

団
体
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104 11 3 担当 副担当12 1 295 6 7 8

→ → → 26・27 高木 全員

会場下
見

3 結城

チケッ
ト発売

6 玉井 全員

企画
チケッ
ト発売

16 結城 全員

企画書
作成

チケッ
ト配布
5/23

8 藤盛 全員

企画書
作成

チラシ
作成

チケッ
ト発売
開始7

→ → 3 結城 全員

15 藤盛 全員

日程決
定

企画書
作成

チラシ
作成

チケッ
ト発売
開始

→ 17 藤盛 全員

検討・
準備

→ → → → → → → → 13～18 結城 玉井

助成
事務①

助成
事務②

結城 玉井

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 結城

随時
助成

事務①
随時 → → → → → → → → → 結城 玉井

→ → → → → → → → → → → → 高木
玉井
大西

随時 玉井 結城
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区分 № 項 目(事業) 実施内容

27 財団法人地域創造
H29年度創造プログラムで「奏楽」公演が採択された。
（2年目）

28 全国公立文化施設協議会 助成事業の的確な申請検討

29 北海道文化財団
活用できる事業は多いので、積極的に活用していく。情
報フェアでの作品選定を行っていく。

30 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき 適時例会の参加により、情報交換を行っている。

31 オホーツク文化事業ネットワーク会議
会議参加による情報交換、事業連携協議を行い、他町の
公演時におけるチラシ配布等の相互協力が図られた。

32 教育局生涯学習課社会教育係 特になし

33 支庁環境生活課道民生活係
年間4回、「オホーツク文化情報」の情報提供を行った。
その他特に連携なし。

基
金

34 芸術文化振興基金受付 今年度は、基金への寄附はなかった。

35 ゆめホール20周年事業検討 特定財源確保に向けて情報を収集した。

36
施設の有効利用（ホワイエ・中庭・プロジェ
クター使用等）

映画会をはじめ、成人式や多種の公演、発表会等で活用
し、鮮明な画像で来場者の満足度を向上させることがで
きた。

37 アンケート結果対応

ゆめホール事業のアンケートを集計し、その結果をホー
ムページに掲載した。どの事業も満足度は高かった。事
業周知方法では、おじろ通信・広報・ポスターのほか、
知り合いからの口コミが多い。

そ
の
他

関
係

機
関
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104 11 3 担当 副担当12 1 295 6 7 8

随時 結城 菊池

随時 結城 菊池

随時
情報

フェア
結城 菊池

総会14
札幌

随時 結城 菊池

随時 結城 菊池

随時 菊池 結城

随時 結城 菊池

随時 菊池 結城

検討 → → → →
事業案
策定

予算要
求

→ 結城 全員

検討
公Ｈ
映写
対応

検討 →
合宿
受入

→ → → → → → → 菊池 藤盛

随時 菊池 結城
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◆６－３－１－３ 公民館を活用した生涯学習の充実

単位施策『芸術文化の支援体制の推進』（本館管理系）

1 本館改修工事
公民館ホール照明卓更新工事を実施し、より多様な催事
に対応でき、今後段階的にLED照明へ切り替えていくこと
が可能となった。

2 施設改修計画
優先度を再確認し、修繕計画の見直しを行った。それに
基づき中期財政計画に要望するも、財政状況を理由に後
年度へ持越しとなった。

3 パソコンなどの一括管理
バックアップ体制を構築した。古いハードディスクの入
れ替えを検討する。

4 来館者受付業務
あいさつと親切丁寧な受付業務を心がけた。来館者から
の苦情等はない。

5 舞台利用受付業務
受付、確認、調整、使用料徴収、早期の舞台打合せの実
施。

6 管理・清掃委託業務 清掃（日常）、夜間管理、機械警備の実施。

7 公民館ホ－ル・リハ室WAX 木質系床年3回実施

8 各室・廊下WAX 各室・廊下WAX

9 舞台技術委託業務
常駐２名体制及び臨時派遣業務（全体契約に含む）で進
めていく。

10 定期利用受付
定期利用受付（8月・2月）抽選会終了。平成29年度下期
定期利用団体40団体 平成30年度上期定期利用団体39 団
体。

11 利用統計
利用統計をまとめ、館報に掲載した。使用料統計につい
ては、公民館運営審議会で報告している。使用料につい
ては、消費税の動向を考慮し検討の必要がある。

12 連絡車整備・運用管理
年2回オイル交換を実施し、機能維持に努めている。
28年5月スタットレスタイヤ購入

13 各種設備保守委託 適時実施。

14 ぴらが施設維持管理 維持管理を図った。

15 設備運転のﾏﾆｭｱﾙ化の検討 操作マニュアルをファイリングした。

16 消防避難訓練
年2回の消防避難訓練実施。1回目の訓練では、一般利用
（斜里中吹奏楽部）の生徒に協力してもらい、文化ホー
ルにて来場者と演者に分かれて訓練を実施。

17 災害対応対策 防災マニュアルの作成・整備は未検討、未実施。

管
理
・
運
営

実施内容

平成２９年度 公民館推進計画

管
理
・
運
営

区分 № 項 目(事業)
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交付金
決定

契約 工事 結城 成田

課題
集約

→ 予算化 → → 策定 菊池 結城

随時 → → → → → → → → → → → 玉井 結城

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 全員

随時 → → → → → → → → → → → 成田 玉井

結城 藤盛

①5/12
水モッ
プのみ

②19・
20

③28・
29

藤盛 成田

①19・
20

②28・
29

藤盛 成田

債務負
担議決

結城 成田

① ② 玉井 結城

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 多田

随時 → → → → → → → → → → → 藤盛 成田

契約 点検 → → → → → → → → → → 結城 藤盛

冬季
閉鎖

利用
開始

→ → → → → → →
冬季
閉鎖

→ → 菊池 成田

随時 → → → → → → → → → → → 藤盛 成田

① ② 成田 菊池

結城 菊池

副担当95 10 11 12 1 2 3 担当4 6

東京美装北海道（株）斜里出長所による債務負担行為1年目

Ｐ＆Ｌ企画による債務負担行為3年目

7 8

36
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８ 広報活動

（１）定期的な発行物

名称 発行状況 発行回数 配布先 備考

1
生涯学習広報「おじろ通信」

（公民館分 2 ページ）
毎月１日発行 12 町内全戸 5,050 部

2
生涯学習「おじろ通信」

（ウトロ版 4 ページ）
毎月１日発行 12 ウトロ全戸 420 部

3
「ゆめホールだより」

218～229
毎月１日発行 12

関連市町村、館、
ホール、個人、他 50 部

4
友の会通信

216～227
月１回 12 友の会会員 150 部

（２）ホームページ

・教育委員会 http://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouikuiinkai/kyouiku-top.html

・ゆめホール知床 http://www.town.shari.hokkaido.jp/05institution/10kyouiku_bunka/2012

-0414-1533-66yumetop.html

（３）ＳＮＳ

・公式 Facebook ページ ・Twitter（＠Yumehall_Shari）

（４）プレイガイド

尾張屋楽器店・フォト未来・斜里町立図書館・ウトロ支所など

●ゆめホール知床 主催事業チラシ
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Ⅱ 事業

１ 社会教育事業

高齢者学級「生きがい大学」の集合学習、全体調整を社会教育事業として行っている。合

わせて、高齢者学級の地域版として「生きがい大学ウトロ校」を開設している。その他の年

齢領域では斜里町に縁のある青年男女で構成された「斜里ユースまちづくり委員会」が、成

人式の一部企画・運営、道の駅しゃりにイルミネーション装飾のほか、青年異業種交流会

「ShaLink」を新規事業として実施した。

（１）生きがい大学

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 高齢者学級

在校生93名→100名

（内新入生 16名）

入学式・始業式

自治会班別会議

4/6（木）

10：00

～14：30

出席者：108 名（内ウトロ校 13名）

午前：入学・始業式

午後：自治会班別会議

2 自治会総会

専門課程①

4/13（木）

10：00

～14：30

出席者：91名

午前：自治会総会

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

3 集合学習①

クラブ活動①

4/20（木）

10：00

～14：30

出席者：84名

午前：「高齢者の旅行の心得」

午後：各クラブ活動

4 専門課程②

クラブ活動②

5/11（木）

10：00

～14：30

出席者：88名

午前：海洋センター、博物館、図書館

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

5 集合学習②

専門課程③

5/18（木）

10：00

～14：30

出席者：84名

午前：「時間栄養学について」

午後：海洋センター、博物館、図書館

公民館の専門課程

6 集合学習③

クラブ活動③

5/25（木）

10：00

～14：30

出席者：84名

午前：「斜里川の現状」

午後：各クラブ活動

7 集合学習④

専門課程④

6/8（木）

10：00

～14：30

出席者：85名

午前：「歌を通しての生きがいつくり」

午後：海洋センター、博物館、図書館

公民館の専門課程

8 映画会

クラブ活動④

6/8 木）

9：45

～14：30

出席者：86名

映画会「この世界の片隅に」

午後：各クラブ活動

9 集合学習⑤

専門課程⑤

6/22（木）

10：00

～14：30

出席者：85名

午前：「くすりに関する基礎知識から

最新のトッピクス」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

10 集合学習⑥

クラブ活動⑤

7/6（木）

10：00

～14：30

出席者：80名

午前：「まちの財政状況」

午後：各クラブ活動

11 若返りの集い

（運動会）

7/13（木）

10：00

～14：00

社会福祉協議会 健康増進センター

出席者：90名（内ウトロ校10名）

優勝 5班、準優勝 1班、3位 3班
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12 専門課程⑥

クラブ活動⑥

7/20（木）

10：00

～14：30

出席者：87名

午前：海洋センター、博物館、図書館

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

13 集合学習⑦

クラブ活動⑦

8/3（木）

10：00

～14：30

出席者：93名

午前：「斜里ジュニアバンドとの交流」

午後：各クラブ活動

14 集合学習⑧

専門課程⑦

9/7（木）

10：00

～14：30

出席者：86名

午前：「高齢者の事故予防」

午後：海洋センター、博物館、図書館

公民館の専門課程

15 集合学習⑨

クラブ活動⑦

9/28（木）

10：00

～14：30

出席者：82名

午前：「楽しく体操」

午後：各クラブ活動

16 修学旅行 10/5（木）

～6（金）

参加者：47名（内ウトロ校 7名）

羅臼町：羅臼ビジターセンター

別海町：野付半島ネイチャーセンター

浜中町：霧多布岬

厚岸町：国泰寺・牡蠣祭り会場

17 専門課程⑧

クラブ活動⑨

10/12（木）

10：00

～14：30

出席者：63名

午前：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

18 生きがい大学祭

（発表会）

10/19（木）

10：00

～14：30

出席者：100 名（内ウトロ校 10名）

舞台発表 26 演目(4 ｸﾗﾌﾞ・2 団体・

1個人 延べ 89名)

作品展示 160 点(29 名)

19 集合学習⑩

クラブ活動⑩

10/26（木）

10：00

～14：30

出席者：84名

午前：「自然をテーマにした木工」

午後：各クラブ活動

20 集合学習⑪

専門課程⑨

11/2（木）

10：00

～14：30

出席者：84名

午前：「知床流氷フェスについて」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

21 集合学習⑫

専門課程⑩

11/16（木）

10：00

～14：30

出席者：79名

午前：「体験発表・ホームルーム」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

22 卒業・修了式 2/22（木）

10：00

～14：00

出席者：100 名（内ウトロ校 8名）

午前：卒業・修了式

午後：謝恩会（自治会主催）

（２）生きがい大学ウトロ校

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 高齢者学級
在校生 13名

入学式 4/6（木）
10:00
～14:00

出席者 13名
「入学式」
（ゆめホール知床）

2 オリエンテーション 4/26（水）
10:00
～12:00

出席者 11名
「年間の計画」と「悪徳商法被害にあわ
ないために」
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3 公民館講座① 5/17（水）
10:00
～12:00

出席者 10名
「リトミック体験①」

4 映画鑑賞 6/14（水）
10:00
～12：00

出席者 10名
「この世界の片隅に」
今月の歌と大学祭の歌練習

5 若返りの集い 7/13（水）
9:00～14:30

出席者 10名
斜里校と合同運動会
（斜里町健康増進センター）

6 遠足 7/27（水）
9:00
～15:30

出席者 9名
小清水町リリーパーク～大空町横山農
園（さくらんぼ狩り）

7 公民館講座② 8/9（水）
10:00
～12:00

出席者 9名
「高齢者の食生活」
仲よしクラブの七夕祭りに参加

8 公民館講座③ 9/6（水）
13:00～15:00

出席者 9名
札幌イズミック「楽しく体操①」
大学祭の歌練習

9 公民館講座④ 9/27（水）
13：00～15:00

出席者 9名
札幌イズミック「楽しく体操②」
大学祭の歌練習

10 大学祭 10/19（木）
10:00
～14:00

出席者 9名
「生きがい大学祭」

11 博物館講座 11/15(水)
10:00
～12:00

出席者 7名
「知床世界自然遺産誕生の秘話」

12 図書館講座① 12/6（水）
10：00
～12:00

出席者 6名
「小箱を作ろう」

13 図書館講座② 12/20（水）
10:00～12:00

出席者 8名
「消しゴムハンコを作ってみよう」
ミニクリスマス会

14 海洋センター講座① 1/10（水）
10:00
～12:00

出席者 9名
「体を使ってゲームをする①」
ミニ新年お茶会

15 公民館講座⑤ 1/24（水）
10:00
～12:00

出席者 9名
「リトミック体験②」

16 海洋センター講座② 2/7（水）
10:00
～12:00

出席者 6名
「体を使ってゲームをする②」

17 卒業式 2/22（木）
9:00
～14:00

出席者 8名
「生きがい大学卒業・修了式」
（ゆめホール知床）

（３）斜里ユースまちづくり委員会

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 斜里ユースまちづく

り委員会

実行委員会会議 ①6/20（木）

19:00～20:30

①出席者 8名

H28 年度事業報告・収支決算報告、H29
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②7/12（水）

19:00～20:30

③8/4（金）

19:00～20:30

④8/24（木）

19:00～20:30

⑤9/5（火）

19:00～20:00

⑥9/27（水）

19:00～20:30

⑦10/11（水）

19:00～20:30

⑧10/24（火）

19:00～21:00

⑨11/8（水）

19:00～21:30

⑩11/21（火）

19:00～21:00

⑪12/5（火）

19:00～21:00

⑫12/21（木）

19:00～19:30

⑬1/5（土）

15:00～18:00

⑭1/26（木）

19:00～21:30

⑮3/16（金）

19:00～20:00

年度事業計画案・収支予算案審議、役員

選出

②出席者 6名

委員選出、新規事業検討、イルミネーシ

ョン検討

③出席者 7名

「ShaLink」検討

④出席者 8名

「ShaLink」検討

⑤出席者 7名

「ShaLink」検討

⑥出席者 8名

「ShaLink」検討

⑦出席者 7名

「ShaLink」検討、

⑧出席者 8名

「ShaLink」検討

⑨出席者 8名

「ShaLink」検討・準備、成人式検討

⑩出席者 8名

「ShaLink」反省、成人式検討

⑪出席者 5名

「ShaLink」反省、成人式検討

⑫出席者 8名

成人式検討

⑬出席者 8名

成人式準備、リハーサル

⑭出席者 6名

成人式反省、イルミネーション検討、次

年度委員検討

⑮出席者 6名

イルミネーション検討、次年度事業検討

イルミネーション

模様替え

7/19（火） 場所：道の駅しゃり

異業種青年交流会

「ShaLink」

11/11（土）

18:00～20:00

場所：ガーデンハウス藤苑

参加者：50名

内容：自己紹介

ジャンケン列車

2次会クーポン券

2 成人式 平成 30年

斜里町成人式

1/7（日）

11:30

～15:00

テーマ『Hello,new me.～そしてここか

ら～』

出席者 新成人 80名

男性 42名 女性38名

出席率 70.8％（対象者 113 名）

来賓、一般客、関係者等 120 名

・ ピアノ演奏

・ 国歌斉唱

・ 町民憲章唱和

・ 式辞（町長）

・ 祝辞（道議）

・ 祝電

・ 卒業アルバム、お祝いメッセージス
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ライド上映

・ 祝福の言葉（斜里中卒業担任）

・ 感謝の手紙（新成人）

・ 励ましの言葉（議長）

・ 記念集合写真撮影

・ ロビー企画

写真撮影ブース

絵馬ブース

行政パネル展

・ ゆるキャラ

シャリッとさん（斜里ＪＣ）

（４）生涯学習支援

マイプラン・マイスタディ事業

平成 13 年度から町民サークルが自主的に行う学習活動に対し資金的な支援を行う制度

として開始したもので、既に町助成金を受けている団体や、その直接的な傘下にある団体

は受けることができない。また、サークルが当事業の助成を受ける事が出来るのは１回限

りであり、小規模サークルで、これから活動を始める段階の支援策として行っている。

№ 事業名／グループ名 実施日／会場 講 師
参加

数
概要 支援金額

1 「パステルアート講
座」

＊なないろの森

5/20（土）
19：00～21：00
ゆめホール知床
実習室 1

藤田 朋子
興部町

10名 メンタルケアの現場におい
て効果的とされるパステル
アートを学ぶ。

支援額：
20,000 円

2 「自彊術（じきょう
じゅつ）講習会」

＊みつばち Shari

6/1（木）
10：00～16：00
ゆめホール知床
和室

石井 まり子
横須賀市

14名ロク日本最初の健康体操と言わ
れる自彊術の講習並びに療
術の講習。

支援額：
50,000 円

3 「BB カード入門講
座Ⅰ」

＊ Let’s enjoy
English!

5/21（日）
10:00～12：00
ゆめホール知床
実習室 1

魚住 久美子
札幌市

16名 BB カード（正式名：LETTERS
＆SOUNDS64）という英語学
習カードを使って、遊びな
がら自然に英語のリズム、
文構造を身に付けられる
「BB メソッド」の指導法を
学ぶ。

支援額：
50,000円

4 「SRC ランニング教
室」

＊知床斜里ランニン
グクラブ

7/9（日）
9：00～12：00
斜里町
陸上競技場

星槎道都大学陸
上部
北広島市

45名 町内の小学生、中学生が集
まり、オリンピック入賞経
験を持つヤレド・アスメロ
ンさんと触れ合うことで、
走ることの楽しさを学ぶ。

支援額：
50,000円

5 「バドミントン講習
会」

＊知床羽球クラブ

9/17（日）
9：00～17:00
旧以久科小学校
体育館

野平 広行
遠軽町

18名 下半身強化に重点をおいた
基礎トレーニングやダブル
スパターン練習を行った。

支援額：
20,000円
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２ 講座

（１）本館講座

一般向けとして「佐々木 十美 講演会」を開催した。

また、子育て中の親子を対象に、託児所を用意した「子育てエンジョイ講座」を 3 講

座実施した。

小学生向けの体験型連続講座「ゆめクラブ」は 8 パート 16 講座と「夏休み講座」2 講

座を実施し、高齢者向け講座としては「生きがい大学公民館課程」に取り組んだ。

① 一般向け講座

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 ふるさと探究講座

（一般向け講座）

佐々木 十美 講演会

「生きることは食べ

ること」

3/24（土）

13：30

～15:00

参加者 40名

講師：佐々木 十美（置戸町食のアドバ

イザー）

②子育てエンジョイ講座

№ 講座名 期日 実施結果

1 環境にやさしい整理術につ

いて

～あなた基準の片付けルー

ルをみつけましょう～

9/7（木）

10：00～

11：30

参加者：4名、託児：5名、保育士：4名

講師：ライフオーガナイザー 仲野 寿代

モノの要不要の区別や、整理収納の技術やコツについて

説明した。

2 環境を大切にする消費者に

なろう

～グリーンコンシューマー

について

9/21(木)

10：00～

11：30

参加者：3名、託児：3名、保育士：4名

講師：北海道消費者協会 奥谷直子

グリーンコンシューマー（環境を大切にする消費者）の

概要や、買い物時の心構えについて説明した。

3 エコな暮らしについて 10/12(木)

10：00～

11：30

参加者：1名、託児：1名、保育士 2名

講師：みつばち shari 代表 宍倉美鶴

講師自身の日々の生活で心がけていることなどを紹介

し、本当の豊かさについて考えた。

③ ゆめクラブ

№ 区分 内容 期日 実施結果

1 パート１

友だちふやそう

室内レクリエー

ションをしよう

5/27（土）

13:30

～15:30

参加者：10名

講師：高橋佳宏さん（斜里レクリエーション協会）

新年度 1年生の参加者もアイスブレイキングをして

気持ちをほぐしレクリエーションをした。

（屋外レクリエー

ションをしよう）

室内レクリエー

ションをしよう

6/4（土）

13:30

～15:30

参加者：10名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

低温小雨のため屋外に出ず、室内レクリエーション、

室内ニュースポーツをした。

2 パート２

エンジョイ ラン

チ

おにぎり弁当編 6/10（土）

10:00

～13:00

参加者：14名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

おにぎり弁当を作って、三角公園へ出かけ昼食会を

した。
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サンドイッチ弁当

編

6/17（土）

10:00

～13:30

参加者：10名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

サンドイッチ弁当を作って、噴水公園へ出かけ昼食

会をした。

3 パート３

海と森の宝物

海岸で宝ものを探

そう

9/10（日）

13:30

～15:30

参加者：13名（他保護者 4名、幼児 2名）

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

ゆめホールから前浜へ出かけ、ビーチコーミングを

した。

木を植えよう 9/17（日）

7:40

～12:20

参加者：9名（他保護者 3名、幼児 1名）

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

100 ㎡運動地の植樹行事に参加し、記念植樹をした。

4 パート４

茶道を体験

茶道の作法を体験

しよう

9/23（土）

13:30

～15:30

参加者：10名

講師：斜里高茶道部 地域講師（児玉）、生徒、顧問

「礼」の方法、お茶とお菓子のいただき方を習い、

後半でお茶を点てる側の作法を習った。

茶会をしよう 9/30（土）

13:30

～13:00

参加者：8名

講師：斜里高茶道部 地域講師（児玉）、生徒、顧問

お茶を点てる側といただく側の役割を交替で行い、

お茶会をした。

5 パート５

色であそぼう

葉っぱのスタンプ

あそび

10/14（土）

13:30

～15:30

参加者：15名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

採取した葉っぱに絵の具をつけて、白無地の巾着袋

に葉形を写し取った。

マーブリングあそ

びをしよう

10/21（土）

13:30

～15:30

参加者：7名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

マーブリング用染色液を使って、紙にマーブル模様

を写し取り、葉書やくるみボタンに加工した。

6 パート６
斜里産小麦でスイ

ーツ

ステンドグラスク

ッキーを作ろう
12/9（土）

13:30

～15:30

参加者：14名（保護者 2名）

講師：大西彩乃さん

型抜きクッキーの内側をさらに型で抜き、穴をフル

ーツキャンディーで埋めてカラフルにした。

ブッシュ･ド･ノエ

ルケーキを作ろう

12/16（土）

13:30

～15:30

参加者：13名（保護者 1名）

講師：大西彩乃さん

ロールケーキを丸太模様にデコレーションしたノエ

ルケーキを作った。

7 パート７

キッチンでサイエ

ンス

水と油の大研究 2/3（土）

13:30

～15:30

参加者：15名

講師：本宮尚孝さん

水の表面張力、水と油の分離の小実験。酢と油と卵

黄によるマヨネーズ作りをした。

すっぱい力の大発

見
2/10（土）

13:30

～15:30

参加者：15名

講師：本宮尚孝さん

ミカンの皮や果汁を使った小実験。クエン酸と重曹

と食塩で入浴剤を作った。

8 パート８

日本のこと 伝え

よう

ひな祭りパーティ

ーをしよう
3/4（日）

10:00

～13:00

参加者：児童 11名 タイ人 17名

講師：外国人就労者に日本のひな祭りの節句行事を

伝えるため、ちらし寿司とお雛様カードを作った。

コロッケパーティ

ーをしよう
3/11（日）

10:00

～13;00

参加者：児童 11名 タイ人・中国人 14名

講師：外国人就労者に斜里のジャガイモでコロッケ

を作り、日本的な家庭料理を伝えた。
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夏休み講座 木でつくろう 8/2（水）

13:30

～15:30

参加者：12名（保護者 2名）

講師：斜里木工サークル

大小形がさまざまな木っ端を自由自在に組み立て小

物やオブジェを作った。

クルクル紙でつく

ろう
8/9（水）

13:30

～15:30

参加者：2名

講師：羽田野由美子さん

ペーパークイリングという手芸工作をした。

④ 生きがい大学公民館課程 （在籍者 30 名）

№ 内 容 期日 実施結果

1 開講式

オリエンテーション

4/13（木）

12:30～14:00

出席者：26名

開講式 菊池館長挨拶

オリエンテーション（年間計画の説明）

2 リトミック体験に備えて

（楽器工作）

5/11（木）

10:00～11:30

出席者：27名

リトミック講師：田中千帆さん

リトミック体験講座時に使用するリズム楽器を各自作っ

て、初めてのリトミック体験をした。

3 正しく知ろう認知症 5/18（木）

12:30～14:00

出席者：27名

講師：平森芳浩さん・草野章子さん（北海道立向陽ヶ丘

病院認知症疾患医療センター）

認知症疾患をとりまく医療機関・地域サービス・行政の

連携システムについて、老いに伴う生理現象と認知症と

の違いについて説明を聞いた。

4 懐かしい音楽でリトミック

体験①

6/8（木）

12:30～14:00

出席者：22名

講師：田中千帆さん

歌うだけではなく、音楽に合わせて手作りした楽器でリ

ズム打ちをしたり、体を動かした。

5 懐かしい音楽でリトミック

体験②

6/22（木）

12:30～14：00

出席者：26名

講師：田中千帆さん

講師が季節感のある曲を選曲し、歌・楽器あそび・運動

を交えながら音楽を楽しんだ。

6 書きとめる①

遺したい伝えたい

人・もの・コト

7/20（木）

10:00～11：30

出席者：26名

担当：高木ゆかり

「わたし遺産」の過去の入選作品を紹介しながら、書き

方について説明した。

7 懐かしい音楽でリトミック

体験③

9/7（木）

12:30～14:00

出席者：27名

講師：田中千帆さん

講師が選曲した秋の歌の歌唱やリズム遊び、運動を交え

て音楽体験をした。

8 書きとめる②

遺したい伝えたい

人・もの・コト

10/12（木）

10:00～11:30

出席者：26名
担当：高木ゆかり

「わたし遺産」執筆者が自作品を発表した。

大学祭での代表発表者を選出した。

9 懐かしい音楽でリトミック

体験④

11/2（木）

12:30～14:00

出席者：23名

講師：田中千帆さん

手遊びと身体を動かしながら歌唱した。

10 修了式

懐かしい音楽でリトミック

11/16（木）

12:30～14:00

出席者：22名

修了式：修了証書授与･皆勤証授与／菊池館長
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体験⑤ 講師：田中千帆さん

リトミック体験の最終回で冬の歌をなるべく多く歌った

（２）地域講座

ウトロ地区における児童向け分館講座「ゆめコミュ」、本館でのゆめクラブと同様年間を

通じて実施し、それぞれ連続講座として募集・開催している。今年度６パート実施した。

① ゆめコミュ

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 パート 1 「昔の遊び その 1 け

ん玉で、もしかめにトラ

イ！」

8/5（土）

10:00

～12:00

参加者：8名

講師：杉本晴幹さん

講師が模範演技を披露し、検定と同じ内容に

挑戦した。

2 パート 2 「作ってみよう、その 1、

木工教室」

8/10（月）

10:00

～12:00

参加者：10名

講師：山中幸子

くるみ・松ぼっくり・木の枝などを使って自

由に工作した。（森林センター：材料も提供して

くれた）

3 パート 3 「作ってみよう、その 2、

紙工作」

9/9（土）

10:00

～12:00

参加者：19名

講師：山中幸子

牛乳パックに作図した型を切り抜き、組み立

ててで出来上がった作品で遊ぶ。コマ・紙コプ

ター・ブーメラン・ヒコーキなどを作った。

4 パート 4 「作ってみよう、その 3、

森を歩いて、葉っぱで

おえかき」

10/2（月）

10:00

～12:00

参加者：14名

講師：山中幸子

森林センターの遊歩道を歩いて拾った木の枝

とクルミ・押し花を使って額絵を作り、ラミネ

ートシートで栞を作った。

5 パート 5 「昔の遊び その 2 た

こあげ」

12/2（土）

14:00

～15:00

参加者：小学生 5名 幼児 1名 大人 1名

講師：山中幸子

ビニール袋、ストローなどを使って凧を作り、

凧上げをした。

6 パート 6 「ふれあいもちつき交流

会」

12/16（土）

9:30～12:00

参加者：小学生 32名 大人 29名

講師：ウトロ自治会、ウトロ経験者クラブ

もちつきに挑戦し、持ち帰り用の「のし餅」

と「まる餅」を作った。
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② 分館講座

ア ウトロ地区

ウトロ地域に密着した講座を開設するため、開設の通年化や講座数の拡充を図り、

それぞれ連続講座として募集・開催している。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 一般向け講座 「子育て中の親向け料

理教室」

7/20（木）

10：00

～12：00

講師：山中幸子

受講者：1 名 託児：1 名 保育士：1

名

にんじんドレッシング・練り味噌等、

作り置きのできる調味料を作った。

2 小学生向け講座 「ウトロ水中運動会」 8/3（水）

10:00

～12：00

講師：体育振興係 吉田結貴

受講者：15名

グループ分けして班対抗ゲームを行

った。

3 一般向け講座 「乾物を使った料理教

室」

8/24（日）

10:00～12:00

講師：山中幸子

受講者：1名 託児：1名 保育士：1名

ひじきと切り干し大根を使った料理を

5品作った。

4 一般向け講座 「ホワイトルーと保温

料理の料理教室」

9/21（木）

10:00～12:00

講師：山中幸子

受講者：5名 託児：4名 保育士：2名

鍋帽子を利用しての時短料理。保温し

ている間にホワイトルーを作った。

5 一般向け講座 「お話しましょ！あな

たのはてな・お答えし

ましょ！あなたのため

に」

10/25（水）

10:00～12:00

講師：管理栄養士 分銅 慧

受講者：5名 託児：6名 保育士：2名

幼児の食生活についての講話。あらか

じめ、受講者に食についてのアンケート

をとり、その内容に沿って進めた。

6 一般向け講座 「おだんごは、いか

が？」

茶店「お茶茶」開店で

す

11/11（水）

10:00～12:00

講師：山中幸子

受講者：5名 託児：3名 保育士：1名

いもだんご・かぼちゃだんご・でんぷ

んだんごを作った。だんごと一緒に抹茶

を立てて受講者でいただいた。

7 一般向け講座 「クリスマスリース作

り」

12/13（水）

10:00～12:00

講師：山中幸子

受講者：10名 託児：2名 保育士2名

ツルのリース・松の枝・オーナメント・

松ぼっくり・クルミ・リボンなどを使っ

てリースを作った。

8 一般向け講座 「コタンからの贈り

物」その1

アイヌ料理教室

12/15（金）

10:00～12:00

講師：梅沢悦子さん

受講者：5名 託児：2名 保育士：1名

アイヌ料理を4種類作った。
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9 一般向け講座 「ふれ愛と百人一首の

会」

1/9（火）

10:00～12:00

準備が整わず中止

10 一般向け・ゆめコミ

ュ合同講座

「百人一首のつどい」 1/13（土）

10:00～12:00

受講者：6名

生きがい大学・ふれあい関係の高齢者

が参加した。

11 一般向け講座 「コタンからの贈り

物」その2

アイヌ文様の刺繍の会

1/19（金）

10:00～12:00

講師：梅沢悦子さん

受講者：6名

下絵が描いてある布の刺繍し、コース

ターを作った。

12 幼児向け講座 「親子スキー教室」 2/4（日）

10:00

～15:00

講師：ウトロスキー場スタッフ

今井 秀治さん他

受講者：幼児11名 保護者13名

幼児とその保護者を対象とした初心者

向けのスキー教室。スキー靴の履き方、

ストックの持ち方、スキーのつけ方、横

歩き、ロープ塔の乗り方、ボーゲンの滑

り方などを練習した。

13 一般向け講座 「コタンからの贈り

物」その3

弦のつまびき

トンコリ＆ムックリ

3/9（金）

10:00～12:00

講師：梅沢悦子さん、早坂雅賀さん

受講者：15名

アイヌの楽器「トンコリ」と「ムック

リ」演奏を聴き、受講者は講師の指導の

もと楽器演奏に挑戦した。
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平成２９年度 公民館分館講座開催結果一覧

分館名
講座数・

参加人数
開 催 日 内 容 講 師 名 人 数

三 井 6 講座

80 人

6/8 パン作り 髙山 正子 16

7/26 パークゴルフ 大田 美有紀 10

12/8 ｽﾎﾟﾝｼﾞ・ｼﾌｫﾝｹｰｷ作り 大田 美有紀 16

12/27 生け花 髙山 正子 14

2/22 木工ハンガー工作 中西 将尚 14

2/28 桃の節句用フラワーアレンジ 髙山 正子 10

川 上 4 講座

42 人

1/14・2/11 カラオケ教室 大城 進 12

1/19・2/6 編物教室 岡本 梅子 12

1/31 料理講習 田畑 光子 9

1/31 スポーツで毎日の健康を！ 教育委員会 体育振興係 9

越 川 3 講座

36 人

12/14 スポンジケーキ・パン作り 佐々木 陽子 14

12/26 お正月の生け花 知床フラワーさかい 10

1/18 ソーセージ作り 佐々木 陽子 12

朱 円 5 講座

75 人

12/6 料理講習 藤田 裕司 14

1/15 ヨガ・ストレッチ 岩城 明美 7

1/24 歪み解消ストレッチ 羽田野 七絵 15

1/27 親と子の交流会 32

1/29 ソーセージ作り 佐々木 陽子 7

大 栄 1 講座

10 人

10/21 いきいきサロン 大込 キミエ 10

中斜里 3 講座

343 人

4/8～3/17 百歳体操・噛み噛み体操 ぽると 21 保健師 300

1/19 みんなの病院 斜里町立国保病院 18

2/16 認知症に関する出前講座 北海道立向陽ヶ丘病院 25

富 士 1 講座

13 人

12/2 そば作り 自治会女性部 13

以久科 2 講座

20 人

10/1・11/28 新作料理講習会 公平 晴美 20

峰 浜 3 講座

28 人

6/18 スロットボール 小島 敏之 14

12/19 ｸﾘｽﾏｽﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 坂井 昌斉 6

1/8 オホーツクの秀峰 斜里岳 滝澤 大徳 8

来 運 2 講座

40 人

12/15 料理講習 丸子 幸子・高橋 早苗・栗原 礼子 21

1/12 室内スポーツ（スロットボール） 武正 章・丸子 正由 19

美 咲 2 講座

25 人

1/14 手打ちそば作り 山﨑 俊子・佐々木 明美 13

2/25 救急と火災予防 斜里消防職員 12

ウトロ 12 講座

98 人

7/20 子育て中の親向け料理教室 社会教育指導員 山中幸子 1

8/3 ウトロ水中運動会 体育振興係 吉田 結貴 15

8/24 乾物を使った料理教室 社会教育指導員 山中幸子 1

9/21
ホワイトルーと保温料理の料理

教室
社会教育指導員 山中幸子 5
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10/25 お話しましょ！あなたのはて

な・お答えしましょ！あなたのた

めに

管理栄養士 分銅 慧 5

11/11 おだんごは、いかが？茶店「お茶

茶」開店です

社会教育指導員 山中幸子 5

12/13 クリスマスリース作り 社会教育指導員 山中幸子 10

12/15 「コタンからの贈り物」その 1

アイヌ料理教室

梅沢 悦子 5

1/13 百人一首のつどい 6

1/19 「コタンからの贈り物」その 2

アイヌ文様の刺繍の会

梅沢 悦子 6

2/4 親子スキー教室 ウトロスキー場運営スタッフ 24

3/9 「コタンからの贈り物」その 3

弦のつまびき トンコリ＆ムッ

クリ

梅沢 悦子・早坂雅賀 15

総 計 44 講座 810

（３）芸術文化講座

北海道文化財団「アート体感教室」「アドバイザー派遣事業」「北海道文学館出前

講座」や、演奏者の来館に合わせて各種講座を実施した。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 音楽

子ども向け講

座

合唱クリニック 6/16（金）

16:00～18:00

受講者：45名

講師：川島沙耶（ソプラノ）

ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾝﾄﾞ、斜里中学校吹奏楽部員を対

象に発声法や合唱指導を行った。

2 音楽

一般向け講座

合唱クリニック 6/17（土）

10:00～12:00

6/18（日）

10:00～12:00

7/15（土）

14:00～16:00

受講者：延べ 55名

講師：川島沙耶（ソプラノ）

前田朋子（ピアノ）

主な対象をｸﾞﾘｰﾝｺｰﾗｽ・斜里混声合唱団

とし、声の響かせ方、口の形、ブレス、表

現等について指導した。

3 音楽

子ども向け講

座

吹奏楽クリニック 6/16（金）

16:00～18:00

6/17（土）

10:00～17:00

6/18（日）

10:00～12:00

受講者：延べ 72名

講師：アンサンブルグループ奏楽

岩﨑弘昌氏 他 4名

ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾝﾄﾞ、斜里中、斜里高それぞれで

の演奏や全体での演奏、またパートごとに

指導を行った。

4 演劇

中学生向け講

座

北海道文学館出前講座

「演劇教室」

～自主的・創造的に演

劇づくりを楽しむ～

7/14(金)

16:00～18:00

9/26（火）

16:00～19:30

受講者：延べ 53名

講師：森 一生 氏

発声と滑舌、話し言葉のレッスンを通

じ、コミュニケーション能力を高めること

を目標として実施した。

2 回目は 10 月の文化祭で発表する作品

をもとに、各学年ごとに演技指導を受け

た。
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5 映像

子ども向け講

座

アート体感教室

「校歌のオリジナルカ

ラオケを作ろう」

8/22(火)

～8/27（日）

受講者：児童・生徒 74名
講師：アサダ ワタル氏（音楽家・文筆家）

共催：北海道文化財団

知床ウトロ学校の校歌オリジナルカラ

オケ映像を作るワークショップ。講師の指

導のもとテロップ制作や、楽器演奏などに

よる校歌のレコーディング、撮影などを行

った。

6 ダンス

一般向け講座

「近藤良平 ダンスワ

ークショップ」

①10/7（土）

10：00～11:30

会場：リハーサ

ル室

②10/7（土）

14:00～15:30

会場：武道館

受講者：①11名 ②47名

講師：近藤良平 氏

①は生きがい大学生を対象とし、二人一

組でのストレッチ後、「生きがい大学賛歌

体操」を学生と一緒に創作した。

②は児童館に集まる子ども及び親子を

対象とし、講師の動きを真似たり、回転ジ

ャンプやジャスチャーゲームを楽しんだ。

7 舞台技術

一般向け講座

「舞台基礎講座」 ①1/20（土）

18:00～20:00

②1/21（日）

10:00～12:00

受講者：延べ 48名
講師：太田 晃正 氏（時円プランニング）

共催：北海道文化財団

1日目は、道内外の地域劇場の現状や事

業テーマ・方向性などについて講義を受け

た。

2日目は、舞台上にセットや照明を仕込

み、セットの見え方の違いについて学び、

最後にろうそくや照明を用いての一人語

りの実演を行った。

8 書道

一般向け講座

「書楽家時間」 ①2/15（木）

18:30～20:00

②2/16（金）

14:00～15:30

受講者：延べ 22名

講師：安田有吾（書楽家）

筆で文字を書き、文字全体のバランスや

余白の捉え方などについてアドバイスを

受けた。

9 音楽

中学生向け講

座

リコーダークリニック ①3/3（土）

13:30～15:00

②3/4（日）

9:00～15:00

受講者：斜里中学校吹奏楽部 22名

講師：松浦孝成氏、中野聖子氏

全日本リコーダーコンテストに出場す

る斜里中学校吹奏楽部に、専門家による技

術アップ指導を受けた。

【お披露目＆応援コンサート】

日時：3/4（日）14:00～14:45

会場：ゆめホール知床文化ホール

入場者：130 名
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（４）ゆめホールサポート事業

文化連盟「育てる事業」をサポート事業として実施。「流氷太鼓」「生け花」の子

ども向け講座を開催した。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 ゆめホール

サポート事業

文化連盟

「育てる事業」

流氷太鼓体験講座

全 5回

10/3（火）

19:30～21:00

受講者：1名

講師：知床流氷太鼓保存会

演奏方法や姿勢を中心に太鼓が打てる

よう実施した。

成果発表として町民文化祭で知床流氷

太鼓保存会メンバーと共演した。

10/9（月）

19:30～21:00

10/16（月）

19:30～21:00

10/23（月）

19:30～21:00

10/30（月）

19:30～21:00

2 ゆめホール

サポート事業

文化連盟

「育てる事業」

生け花講座全 4回

11/4（土）

13:30～15:00

受講者：5名

講師： 華道池坊屋根田社中

毎回テーマを決め、道具の使い方や花

の切り方、バランスなどを確認しながら

実施。

成果発表の場として、町民文化祭の屋

根田社中の展示コーナーに受講者の作品

を展示した。

11/12（日）

13:30～15:00

11/19（日）

13:30～15:00

11/24（金）

午後

※個別調整
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３ 芸術文化公演事業

（１）主催公演事業

ゆめホール知床主催事業を「ゆめホール事業」として、開館から29年度末までに163

回の公演事業を行っている。今年度は「しれとこ寄席」や「陸上自衛隊北部方面音楽

隊コンサート」「秋川雅史コンサート」などを実施した。

また、青少年事業として、学校・実行委員会との連携の元に各学校での巡回演奏を

実施している。

① ゆめホール事業

№ 通 事業名 期日 鑑賞者 販売数 契約金額 販売額 備考

1 157 しれとこ寄席 6/6（火）

18:30

～20:30

197 185 648,000 371,500

一般社団法人 落

語協会

2 158 ゆめホール映画会

「この世界の片隅

に」

6/15（木）

18:30

～20:35

163 161 216,000 153,500

シネマ一馬力

3 159 陸上自衛隊北部方

面音楽隊 Concert

Tour2017

7/8（土）

14:00

～15:30
422 ― ― ―

共催：北部方面音楽

隊

4 160 アンサンブルグル

ープ奏楽コンサー

ト～音楽と歌のシ

ンフォニー～

7/16（日）

13:30

～16:00
289 219 1,070,000 146,700

NPO 法人 奏楽

5 161 秋川雅史コンサー

トツアー～AMORE

～

10/3（火）

18:30

～20:35
424 443 2,990,000 1,096,000

株式会社スノー・ボ

ール

6 162 第 17 回子ども芸

術フェスティバル

2/13(火)

～

2/18（日）
770 ― 500,000 ―

共催：実行委員会

7 163 演劇公演「砦」 3/17（土）

14:00

～16：00
151 158 ― ―

文化庁委託事業 H29

年度戦略的芸術文

化創造推進事業

② 青少年（学校）鑑賞事業

№ 事業名 期日 鑑賞者 支出額 備考

1 斜里町小劇場（低学年）

人形劇団プーク

「いつもちこくのおとこのこ」

「三匹のやぎのがらがらどん」

6/28（水）

9:30～10:50

（児童数）

290 人 228,905 実行委員会支出額

2 斜里町小劇場（高学年）

劇団四季こころの劇場

「嵐の中の子どもたち」

8/29（火）

13:30～15:30

（児童数）

268 人 53,806 実行委員会支出額

3
スクールコンサート

ひのき屋「わいわい音楽隊」

9/26(火)斜里・朝日小

9/27(水)知床ウトロ学校
全 3校 632,064 実行委員会支出額
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（２）助成公演事業

町民による実行委員会等の招聘公演や自ら行う発表会等を援助するため、町民に

よる支援審査機関である芸術文化事業協会を通じ助成をおこなっている。

№ 事 業 名
期 日

（月/日）

鑑賞者

（人）

販売数

（枚）

支援金額

（円）

総事業費

（円）
備 考

1
レイアロハフラ 5 周年記

念発表会
4/2 396 463 100,000 331,018 寄付 241円

2
SAPPOROナンバー1バンド

QUEUEB（キューブ）LIVE
6/24 60 77 200,000 402,684 寄付 0円

3
大井貴司・白土育美ジャ

ズライブ＆セッション
9/8 60 71 180,000 362,720 寄附 0円

4
トゥルーリーグレートフ

ル 1000 ギグス 2017
9/24 110 136 320,000 640,000 寄附 0円

5

昭和のうたコンサート

with 藤間勘喜志社中＆

DRIFT ICE CREW

12/17 270 322 470,000 953,000 寄付 6,500 円

6 シレトコドリームダンス 1/13 282 372 725,000 1,414,628 寄附 25,936 円

7
松井紫朗「手に取る宇宙」

in知床
2/17 35 39 75,000 150,000 寄附 0円

合 計 1,213 1,480 2,070,000 4,254,050
寄付（戻入額）

32,677 円
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４ 芸術文化事業

（１）ロビー展示

文芸系のサークルなどの手軽な発表の機会としてロビー展を奨励している。

№ 期 間 催 物 名 備考（主催・内容）

1 6/1～16 楽しい子どもの美術展 ゆめホール知床

2 6/17～27 光陽書道同好会作品展 光陽書道同好会

3 7/18～23 ねぷた絵展示 役場企画総務課

4 8/15～9/3 写真ゼロ番地ワークショップ ポスター展
写真ゼロ番地知床

実行委員会

5 9/5～9 斜里町老人クラブ連合会 作品展示 斜里町老人クラブ連合会

6 10/12～26 生きがい大学 大学祭作品展 生きがい大学生作品展示

7 10/27～11/11 知床斜里絵手紙サークル作品展 絵手紙展示

8 11/12～26 第 9回ひとゆめ展 個人作品 12名出展

9 12/6～19
道開発事業およびシーニックバイウェイ

パネル展

北海道開発局 網走開発建

設部

10 1/23～2/6 成人式スナップ写真展・絵馬展
斜里ユースまちづくり委員

会

11 2/20～3/2 斜里町小中学校 書道展 町教振 国語部会

12 3/20～29 自治会連合会 広報展 斜里町自治会連合会
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（２）ホワイエ・中庭コンサート

発表の機会の少ない団体向けにホワイエを開放しているが、今年度の利用はなかった。

（３）ロビーアート

斜里中学校美術部によるロビー・ホワイエアートが架けられ来館者の目を楽しませてい

る。

《歴代ロビー・ホワイエアート》

№ 期間 作品名 内容 展示場所

1 H10.10.10

～H11.11.13

知床の森 木製丸棒による球体と三角錐

のオブジェ

ロビー

2 H10.10.10

～H11.11.13

どんぐりの詩が聞こえる ロープ、紙、板による楽譜様オ

ブジェ

ホワイエ

3 H11.11.14

～H13.2.3

大壁画 発砲スチロールによる角柱の

組み合わせによる壁画様オブ

ジェ

ホワイエ

4 H13.2.4

～H14.3.8

知床の動物 発砲スチロールによるオジロ

ワシ、ウミウをデザインした壁

画様オブジェ

ホワイエ

5 H14.3.9

～H15.12.23

津軽凧 大小津軽凧33枚をロビー壁面

に展示、空中に連凧風に展示

ロビー

6 H15.12.24

～H18.3.31

タペストリー 0.9×10ｍのタペストリー5枚

をガラス面に展示

ロビー

7 H16.11.20

～H21.1.13

ピカソ ゲルニカ 発泡スチロールによるゲルニ

カを題材としたオブジェ

ホワイエ

8 H21.1.14

～H26.3.27

知床～いのちの環 発砲スチロールによるオジロ

ワシ、鮭、鹿をデザインしたオ

ブジェ

ホワイエ

9 H26.3.28～ アイヌ文様 断熱材を利用した3.4ｍ四方の

3枚一組の巨大なレリーフ。

「モレウ（パワー/朝日のイメ

ージ）」、「アイウシ（魔除け/昼

のイメージ）」、「シキ（星・見

守り/夜のイメージ）」

ホワイエ


