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こどもの読書週間

おススメ本紹介

「みんなに紹介！
　　おススメ本」

おいでよ！　としょかん

スタンプ
あつめ

おススメ本
ガチャ

　図書館職員おすすめの絵
本と児童書が入った「本のガ
チャガチャ」で読書を楽しん
でみませんか？
　子ども向け2種、大人向け
1種の計3種類。ガチャを回し
て出てきた番号の本をカウ
ンターで貸出します。
　意外な本との出会いがあ
るかもしれません。
　
□場所　図書館カウンター

※ガチャを回せるのは
　1日1人1回（3種類のうちどれ
　か1つ）までです。

　自分のおすすめ本の紹
介をカードに書いて提出す
ると、図書館で掲示します。
イラストも大歓迎！　
　みんなのおすすめ本を
知って、新しい本と出会って
みませんか。

□受付　図書館カウンター
□対象　子ども～一般

※古本のプレゼントは、
　紹介カードの提出枚数に
　関わらず、1日1人1冊までの
　お渡しです。

　春は親子で図書館へ！
　未就学のお子さんを対象
に、期間中に図書館へ来館す
ると、カウンターで図書館職
員が専用の台紙に来館スタ
ンプを捺します。ぜひ図書館
に来て、スタンプを全部集め
てみてください。

□対象　乳幼児～未就学児
□受付　図書館カウンター
　　（職員にお声がけください）

※お子さんが図書館に来館した
　ときに捺すことができます。

   4月23日（金）
～5月13日（木）

 4月1日（木） 
～5月13日（木）

 4月1日（木）
～5月13日（木）

～春は図書館でイベントを楽しもう！～

こどもの読書週間

 　紹介カードを書くと　／　スタンプ3つ集めると
古本1冊プレゼント！



学校情報
生涯学習課
〒099-4192　本町12番地　電話：23-3131（代表）26-8391（直通）／ファックス：23-5354
メール  shk.soumu@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト https://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouikuiinkai/kyouiku-top.html　

　

　

　

　

　

　

　

　斜里町の各学校では、下記の日程で入学式を行な

う予定です。

　□日　程　

　　○4月6日（火）　　斜里中学校　　   13:30～

　　　　　　　　　　斜里小学校　　   10:00～

　　　　　　　　　　朝日小学校　　   10:00～

　　　　　　　　　　知床ウトロ学校　13:30～

　　○4月8日（木）　　斜里高等学校　   14:00～

　◆問合せ　詳細は、各学校にお問合せください。

令和3年度 入学式の日程

　斜里町では町立学校に在学する児童生徒の保護

者で、経済的な理由により児童生徒の就学に要する

経費の支出が困難な保護者を対象に、学用品費・給

食費・修学旅行費などの一部を援助します。

　申請については学校を通じて案内文を送付します

ので、そちらをご覧ください。

□対　象　経済的に困窮していると認定された方

□認定基準　ひとり親等の児童扶養手当受給世帯、

　　　　　町民税非課税世帯など（詳細は案内文　

　　　　　をご覧ください。

◆問合せ　生涯学習課（26-8391）　

 支援します！　就学援助

子育てサポートファイル『きずな』
斜里町個別の支援計画

　子育てサポートファイル『きずな』は、家庭と町内の

関係機関が「連携・協力」し、子どもに関する情報を1冊

のファイルにまとめていくものです。

　保健師や子育て支援センター、子ども通園センター、

保育園、認定子ども園、町立学校、高等学校などの関係

機関と家庭が情報を共有し引き継いでいくことで、一

貫した支援を図り、成長をサポートしていきます。

　子育てサポートファイル『きずな』は、本人･保護者か

らの依頼により作成ができますので、まずは所属する

関係機関までご相談ください。

　◆問合せ   生涯学習課（26-8391）

　

 
 
 

  
 
 

 

 

子育て支援センター

保育所
認定子ども園

　子育てサポートファイルきずな

子ども通園センター

乳幼児期

小学校

  中・高校生 中学校
高等学校

小学生

福祉、医療等
   関係機関

保護者

 作成と活用のメリット
○情報の共有
○関係機関の連携
○ニーズの明確化

 

 

 

サポートファイルきずな
サポート体制

保護者

保護者

福祉、医療等
   関係機関

児童生徒の交通安全について

スクールバスの乗車マナーについて
　スクールバスを安全に運行するために、スクールバス

の乗車マナーについてもご家庭で声かけのご協力をお

願いします。

　○乗車中はシートベルトを着用しよう

　○荷物は足元か、ひざの上に置こう

　○運転手の指示に従って静かに乗車しよう
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　少しずつ暖かくなり、子ども達の外出や外遊びなどが増

える季節です。学校でも交通ルールを指導していますが、

引き続きご家庭・地域でも声かけなどのご協力をお願い

します。

　〈子どもの交通人身事故の特徴〉

　　○道路横断中・自宅付近で発生することが多い

　　○夕方の時間帯に発生することが多い

　　○自転車の事故が多い

　　○小学校低学年の事故が多い

　特に小学校低学年は、体が小さいため、発見が遅れる

ことがあります。車を運転する方も十分気をつけましょう。



知床博物館
〒099-4113　本町49番地　電話：23-1256 ／ファックス：23-1257
メール  shiretoko-m@sea.plala.or.jp 
ウェブサイト http://shiretoko-museum.mydns.jp/

博物館情報

4月の休館日：5、12、19、26日（月）

　知床半島付近の100万年以前の地層からは当時の

貝や魚の化石が出てきます。今回は、ハンマーと釘

を使って岩石から貝化石を取り出します。

　□日時　4月18日（日）10:00～12:00

　□場所　交流記念館2階・実習室

　□定員　10名（小学生以上、要申込）

　□講師　合地学芸員

　□条件　汚れてもよい服装でご参加ください。

化石クリーニング体験
くり抜いた化石はプレゼント！

　端午の節句は、邪気を払い無病息災を祈る行事で

す。そんな、端午の節句に飾る五月人形を展示しま

す。今回は、兜や武者人形など様々な種類の五月人

形を展示します。

　□期間　4月4日（日）～5月9日（日）

　□場所　博物館本館受付前

　※本展示のみの観覧は無料です。

端午の節句の五月人形
収蔵資料展示

　北方民族にとって、漁労は重要な生業のひとつで

す。この漁労を支えた道具に釣針があります。今回

の展示では、シベリアや極北、北アメリカの釣針を

通して、北方民族の漁労の一部を紹介します。

□期間　4月28日（水）～6月6日（日）

□場所　交流記念館ホール

□主催　北海道立北方民族博物館

※移動展のみの観覧は無料です。

北方民族の釣針
北方民族博物館 移動展

チャシコツ岬上遺跡を見に行こう！

　普段は非公開のヒミツの遺跡を探検するチャンス

です。今から1,200年前、海洋民族の集落があった

史跡チャシコツ岬上遺跡をご案内します。遺跡の中

には、古代の生活道具や動物骨が散らばっており、

今回は特別に実際に手にとってご覧いただけます。

□日　時　4月25日（日）雨天中止

　　　　　(午前の回)　10:00～11:30

　　　　　(午後の回)　13:00～14:30

□集合場所　ウトロ道の駅正面

□定　員　各回15名

□持　物　軍手、帽子、マスク、長靴等

□担　当　平河内学芸員

□申込期限　4月13日（火）12:00まで（先着順）

　※ 体力に自信がない方は、ご相談ください。

史跡見学会

待っとるぞぃ

化石クリーニングのようす

イヌイトの釣針（19～20世紀頃）

2021.04.01
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図書館情報
斜里町立図書館
〒099-4116　文光町51番地　電話：23-3311／ファックス：23-0332
メール  sh.tosyokan@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/library/index.htm

2021.04.01

□期　間　4月1日 ( 木 ) ～ 30日 ( 金 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本
　「正しく知る感染症」
　新型コロナやインフルエンザ、風邪など、病

原体が人の体に入って増えることで起こる病気

のことを感染症と言います。対処法など、感染

症について知ることのできる本や、風邪がテー

マの絵本などを展示します。

　「桜の本棚」
　春の花といえば桜。北海道ではまだ少し開花

には早いですが、世の中の桜の話題にのって、

本でお花見を楽しみませんか？　写真集や絵

本、観光名所のガイドブック

に小説など、桜をテーマにし

て多種多様なジャンルの本を

紹介します。

スポットライト

　「「在宅」で働く」
　コロナ禍において急速に広まった「在宅」と

いう働き方。在宅勤務をする人もしない人も、

リモートワークやテレワークのほか、快適な自

宅の整理、心身の整え方など、これからの働き

方のひとつとして在宅勤務を考えるための本を

展示します。

働く大人サポート課

　「文房具、どれにする？」
　新学期はお気に入りの文房具をそろえて、新

たな気持ちで迎えてみませんか？

　色々な文房具を紹介する本のほか、ふせんや

マスキングテープの活用法などに関する本を展

示します。

中高生向けおすすめ本

子ども司書講座2021
　図書館の役割や司書の仕事を楽しく学べる連続

講座を開催します。司書のノウハウを知ること

で、友達や家族に読書の楽しさを伝え、図書館を

もっと活用できる子どもの読書リーダー育成をめ

ざします。

　講座を受講する人には、子ども司書専用エプロ

ンをプレゼント。全９回の講座中、６回を受講す

ることで、「斜里町子ども司書」として認定しま

す。認定後は本の展示や読み聞かせなど、図書館

や学校で子ども司書として活躍してみませんか？

　□募集期間　4月1日（木）～4月22日（木）

　□定　　員　10人（要申込）　

　□対　　象　斜里町の学校に通う

　　　　　　　小学４年生～中学３年生

　□講座期間　5月中旬～10月中の土日

　　　　　　　午後から実施

　　　　　　　全9回の講座中、6回を受講すれば

　　　　　　　認定されます。

　□講座内容

　　本の貸出返却体験・絵本の読み聞かせ・

　　本の展示・ブックカバーかけ体験　など

　□会　　場　斜里町立図書館

　□参  加  費　無料

　◆申  込  み　図書館（23-3311）

　　　　　　　または図書館カウンターまで

　※講座の日程の詳細等は、ホームページや図書

　　館にあるチラシをご覧になるか、図書館へお

　　問い合わせください。

今年度の受講メンバー募集！

↑子ども司書エプロン　認定子ども司書バッチ
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お礼

こども向けおはなし会
「おはなしの花ばたけ」
　毎月、絵本の読み聞かせや手遊びなどの楽しい
おはなし会をひらいています。小さいお子さんか

ら大人の方までどなたでもどうぞ。

　□日　時　4月 17 日 ( 土 )　10:30 ～ 11:00

　□場　所　図書館おはなしの木

こども向けおはなし会

「おはなしガーデン」
　毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな

し　しゃぼん玉」のメンバーが、親子で一緒に楽

しむことができる場をもうけています。

　□日　時　4月 1日、8日、15 日、22 日

　　　　　　毎週木曜日　10:30 ～ 11:30

　□場　所　図書館おはなしの木　

　□主　催　ボランティアサークル　

　　　　　　　　　　おはなし　しゃぼん玉

※都合により急遽お休みになる可能性があります。

図書館カードをつくりませんか？
　4月で斜里町に転入された皆さん、図書館カード

（貸出用のカード）を作って、図書館で本を借り

てみませんか？ 

　図書館で「図書館カード申込書」に住所・氏名

等をご記入いただくと、5分程で登録できます。ま

た何歳からでもお作りできます。

　皆様のご利用をお待ちしています。

　※作成時に身分証は必要ありません。

　□開館時間　10:00～20:00 

　□休  館  日　月曜日（祝日の場合は開館）、

　　　　　　　年末年始、蔵書点検期間

　□貸出期間　2週間

　□貸出冊数　制限なし（映像資料のみ3点まで）

佐藤　敦規／著
クロスメディア・パブリッシング

今月のオススメ新刊本 (実用書)
『おじさんは、地味な資格で稼いでく。』

　一般には知名度が低くても、

法人に必要とされる「地味な資

格」を取って、人生を挽回する

方法を伝授。知っておきたい資

格のリアルから、学習につまず

かないための心構え、効率的な

インプット術、営業の仕方など

まで紹介。（TRC『週刊新刊全点案内』より）

2月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■保村　浩二　様 ( 本町）

■渡辺　ケイ子　様 ( 朝日町）

■匿名希望の皆様

新刊書案内
　職員おすすめ、注目の新刊を紹介します。図書
館新刊コーナーでご覧下さい。

【文学】

　○これで暮らす／群　ようこ

　○老親友のナイショ文／瀬戸内　寂聴

　○利生の人／天津　佳之

　〇気がつけば地獄／岡部　えつ

　〇灰の劇場／恩田　陸

　〇和菓子迷宮をぐるぐると／太田　忠司

　〇天気が良ければ訪ねて行きます／イ　ドウ

【実用書】

　〇むかしむかしあるところに、

　　　　　　哲学者がやってきた。／小川　仁志

　○アーミッシュの老いと終焉／堤　純子

　〇処女の道程／酒井　順子

　〇うめしゅんの世界花探訪／梅沢　俊

　〇じみ弁でいいじゃないか!／しらい　のりこ

　〇超技巧!人物作画テクニック／toshi

【児童書】

　○リンゴちゃんのいえで／角野　栄子

　○バッドガイズ　1・2／アーロン　ブレイビー

　〇オニタロウ／こさか　まさみ

【絵本】

　○おっこちてきた／サイモン　プトック

　○ごちそうたべにきてください／茂市　久美子

　○おそうじロボットのキュキュ

　　　　　　　　　　　　　　／こもり　まこと

2021.04.01

5



スポーツ情報
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公民館ゆめホール知床（体育振興係）　
〒099-4113　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール  sh.taiiku@town.shari.hokkaido.jp
ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouiku/BG.htm

　□期　間　　4月29日（木祝）・5月1日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　～5日（水祝）

　□変更点　　9:00～17:00のみ開館

【B&G海洋センター〈プール〉】

　　※5月1日（土）オープン　

　□変更点　　5月3日（月祝）　→　開館

　　　　　　　5月6日（木）　　→　休館

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

　　　　　　B&G海洋センター体育館（23-2911）

　　　　　　B&G海洋センタープール（23-1775）

町営パークゴルフ場グリーンハウス

管理棟の電話番号変更について

　町民公園内のパークゴルフ場管理棟「グリーンハ

ウス」の電話が契約電話会社のサービス終了にとも

ない、電話番号が変更になりました。

　お手数ですが電話番号を確認ください。

　□グリーンハウス電話番号（070-4427-0090）

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

シーズン券の取扱いについて

　今年度の町内体育施設のシーズン券を次の通り、

取り扱います。

【町内プール・テニスコート】

　□取扱所　海洋センター事務所

　□時　間　9:00～17:30

　□料　金　海洋センタープール　　5,000円

　　　　　　ウトロ地域水泳プール　2,500円

　　　　　　テニスコート　　　　　5,000円

　　※海洋センタープールのシーズン券はウトロ地

　　　域水泳プールと兼用で使用可

【町営パークゴルフ場】

　□取扱所　町民公園グリーンハウス

　□時　間　9:00～15:00

　□料　金　一般　　　　　　　　 　7,000円

　　　　　　シルバー(満70歳以上)  　3,500円

　　※5月1日（土）オープン

◆問合せ：Ｂ＆Ｇ海洋センター（23-2911）

　　　　

　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　前期定期利用団体が決まりました

　下記のとおり、令和3年度前期Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の定期利用団体が決定しましたので、お知らせし

ます。なお、新たに団体利用を検討している方は、下記の表の団体利用可能時間帯（＊）を参考の上、ご相談

ください。※土・日・祝祭日は9:00～17:00までの開館となります。

　◆問合せ：海洋センター（23-2911）・　ゆめホール知床（22-2222）

         

         

        

         

        

         

        

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日コート

A

BB

B

B

A

A

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

ピンポンクラブ ピンポンクラブ ピンポンクラブ

ママさんピンポン
（4月のみ）

ママさんピンポン
（4月のみ）

バドミントン友の会 バド友の会/ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ バド友の会/ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞバドミントンクラブ

バレーボール
少年団

バドミントンクラブバレーボール少年団
バドミントンクラブ

バレーボール少年団
バドミントンクラブ

知床斜里
ランニングクラブ

卓球少年団

午  

前

午  

後

夜  

間

　ゴールデンウィーク中の利用について

　各施設の開館時間が次の通り、変更となります。
【B&G海洋センター〈体育館〉】
　
　　　　

パンチングテニスパンチングテニス



まちかど情報
公民館ゆめホール知床　
〒099-4113　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール  yumehoru@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/05institution/
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　バレエサークル「シルフィード」では、新年度の会員
を募集します。春の始まりと共に、新しい自分にチャレ
ンジしてみませんか？入会希望の方はご連絡ください。
　□募　集
　　○4月に年中、年長、小学校1～3年生になる子供
　　　（上記学年以外で入会希望の方は要相談）
　　○高校生以上の一般の方
　　　（随時募集中、見学・体験可）
　□活動日　毎週水曜日
　□締切り　4月28日（水）まで
　◆問合せ　島津美雪（23-1616）
　　　　　　　　　　（090-8706-0383）

　ナショナルトラスト運動の「100平方メートル運動の森・

トラスト」の募金証書の絵も、田中氏によるものです。

募金証書の見本

斜里町文化連盟　文化祭での発表の様子

　□期　間　4月10日（土）～5月29日（土）

　□場　所　館内ミニギャラリー

　□入館料　無料・予約不要

　□プロフィール

　　　1939年、三重県松坂市に生まれる。1963年より

　　印刷会社に勤務し、デザイン、イラストを担当。　

　　1969年上京、図鑑、絵本、生物関係図書に動物の

　　イラストを専門に描くようになり、1980年頃より、

　　ワイルドライフアートを手掛け、個展、グループ展

　　等で作品を発表しつづけ、現在に至る。日本を代

　　表する動物画家。

　◆問合せ　知床財団（24-2114）

　日本を代表する動物画家である田中豊美氏の原画

展です。田中氏が2006年から2007年にかけて知床を

取材で訪れ、描き下ろされた作品のうち、田中氏から

特別に寄贈された作品を展示します。知床に生きる動

物たちの素顔が真摯に描かれた一枚、一枚をぜひご

覧ください。

　

知床自然センター

新年度会員募集中

田中豊美 原画展

バレエサークル「シルフィード」

「まちかど情報」募集中！！
記事・情報はゆめホールまで

　「まちかど情報」のコーナーでは、町民の皆さん

の地域活動が、より活発になり、豊かな地域づくり

につながるよう、町内で行われる公演や展示会、

サークルの会員募集などを紹介しています。

※営利事業や特定の政党・宗教活動を支援する活

　動等については掲載できません。

※毎月10日ごろまでに情報をいただければ、翌月

　号への掲載が可能です。

◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

　斜里町野球連盟主催
　日本ハムファイターズ野球教室
　北海道日本ハムファイターズベースボールアカデ
ミーによる野球教室が開催されます。「打撃・走
塁・守備」等の実技指導を受けることができます。
　参加を希望される方は当日球場で申込みください。
□日　時　5月5日（水祝）9:00～
□場　所　町営球場（雨天時：斜里中学校体育館）
□講　師　北海道日本ハムファイターズ
□対　象　小学1年生～6年生
□参加費　1人1,000円（保険代・記念品代）
◆問合せ　菊池 孝司（090-6268-1340）
　　　　　高橋 美和（090-8705-6969）



ゆめホール情報
公民館ゆめホール知床
〒099-4113　本町4番地　電話：22-2222／ファックス：22-2220
メール  yumehoru@town.shari.hokkaido.jp 
ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/05institution/

■ 令和4年  「斜里町成人式」

■ 令和5年  「（仮称） 斜里町はたちのつどい」

■ 令和6年  「（仮称） 斜里町はたちのつどい」

日　程 ： 令和  4年 1月 9日（日）　【2022年 1月 9日（日）】
対象者 ： 平成 13年 4月 2日～平成 14年 4月 1日 生まれの者

日　程 ： 令和 5年 1月 8日（日）　【2023年 1月 8日（日）】
対象者 ： 平成 14年 4月 2日～平成 15年 4月 1日 生まれの者

日　程 ： 令和 6年 1月 7日（日）　【2024年 1月 7日（日）】
対象者 ： 平成 15年 4月 2日～平成 16年 4月 1日 生まれの者
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成年年齢の引き下げにともなう 令和5年以降の「成人式」について

　成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民

法の一部を改正する法律」が令和4年4月1日から施行

されます。

　これにともない、令和4年4月1日の時点で、18歳以上

20歳未満の人は、その日に「成年」に達することになり

ます。

　ところで「成人式」は、法律的に定められたものでは

なく、対象者や開催時期は市町村の判断で決めるもの

となっています。

　そのため、現在斜里町では、成人式の対象者を学齢

期にあわせて「年度中に20歳に達する者」として、1月

「成人の日」の祝日前日の日曜日に「斜里町成人式」行

っています。

　斜里町では成年年引き下げ後の成人式について方

針をまとめました。

　向こう3年間の日程・対象者は下表の通りです。

１）対象年齢

　　これまで通り、学齢期にあわせて「年度中に20歳

　に達する者」とする。

２）実施時期

　　国民の祝日 1月「成人の日」の前日日曜日とする。

３）名称

　　名称は「斜里町成人式」から「（仮）斜里町はたち

　のつどい」にあらためる。（名称は令和4年度に正式

　決定する）

　◆問合せ：ゆめホール知床 （22-2222）

令和３年  斜里町成人式

　「令和３年斜里町成人式」対象の皆さん、お待たせ
しました。実行委員会「斜里ユースまちづくり委員会」
では、テーマ「よろこび～共に歩もう、明るい未来へ」
を掲げ皆さんをお待ちしています！
　対象者には案内状を発送しましたが、町外にお住ま
いで成人式の参加希望者は申込みをお願いします。
　➡4月15日（木）まで　随時案内状をお送りします。
　なお、例年は町民に観覧を呼びかけ新成人を祝い
ましたが、今回は感染症対策のため、会場への入場
は家族 2 名までに限り、来賓も制限して式典を行い
ます。
　成人式の様子はオンラインによる
ライブ配信をします。詳しくはゆめ
ホール知床HPをご覧ください。

ゆめホールの部屋利用について

　4 月から 9 月末まで（現予定）、公民館ホールが
コロナワクチン接種会場になるため、催し物や会議
の利用ができません。
　なお、その他の部屋の感染症対策は今後も継続し、
部屋ごとに利用定員を設けています。利用に不便を
かけますがご理解ください。（下記は主な部屋定員）
　□会議室１　26 人　　　□和室　　　29 人　
　□会議室２　12 人　　　□実習室１　16 人
　□会議室３　12 人　　　□リハーサル室　30 人
　◆問合せ　ゆめホール知床  (22-2222)

　□式　典　5月 2日（日）開式 13:00
　□会    場　ゆめホール知床　文化ホール
　◆問合せ　ゆめホール知床  (22-2222)
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　昨年計画した寄席は、チケット発

売直前でコロナのため公演中止とな

りました。リベンジに賭けた 4年ぶ

りの「しれとこ寄席」です。落語、

紙切り、曲芸による本格寄席です。

笑って元気に！

　□日　時　6月 13 日（日）

　　　　　    開場 14:00　開演 14:30

　□場　所　ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】

　□料　金　一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円

　□チケット　4月 30 日（金）から発売

　□取扱所　ゆめホール知床・ウトロ支所・図書館

　　　　　　尾張屋時計楽器店

しれとこ寄席

入船亭扇遊

令和3年度 ゆめホール事業

　NHK FM放送「民謡をたずねて」

を公開録音します。

　日本を代表する民謡歌手が、地

元をはじめ全国各地の民謡の魅力

を紹介します。

　観覧者募集の案内は 10 月から 11 月の予定です。

　□録音日　令和 4年 1月 22 日（土）　

　□時　間　調整中

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　□料　金　無料ですが、観覧者は応募抽選により

　　　　　　決まります。（詳細は後日お知らせ）

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

民謡をたずねてゆめホール事業No.180 ゆめホール事業No.181

鏡味仙志郎･仙成 古今亭志ん五 林家正楽 入船亭遊京

文化団体 の 暗中模索（１）　斜里吹奏楽団

　先月3月6日に行われた斜里吹奏楽団の「レギュラー

コンサート2021」は2年越しの公演でした。入場者は

144人。 お客さんは「待ってました！」の気持ちでした。

　公演前に石川団長と佐々木団員に話を伺いました。

ゆ） 1年前、「レギュラーコンサート2020」中止時の様子は？
団） 公演日2週間前に中止を決めました。緊急事態宣言
　   を受けて学校が臨時休校になったことが決定打で  

       した。学校関係者が多いのでしかたがないです。 

       いただいた協賛金はお返しし、そこまでの経費は    

       赤字でしたねえ・・・。

ゆ） その後の活動は？
団） 6月に活動を再開しましたが数人しか集まらず。
　   イベントもコンクールもなく、個人の練習場所が無

       い人もいました。やる気を無くしていました。

ゆ） 今回、レギュラーコンサートを行うという最終決定
       は1月末でしたね。団員の気持ちは？

　◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）

　ゆめホール主催の公演や、町民の皆さんが企画

する公演は年度の途中でも計画されることがあり

ます。最新情報はおじろ通信でお知らせします。

　コロナの影響を大きく受けている文化団
体は、もがきながらも、試行錯誤の活動を続
けています。そこで今年度1年間のおじろ通
信では、「文化団体の暗中模索」をシリー
ズにして活動の様子や思いを伝えます。

団）  前は公演前週に4～5回練習していたのに、今回
　　は週1～2回。やりたいけど、コロナのため、家族

　　のため家を出づらいのです。公演開催に半信半

　　疑の人もいましたが、 2度の中止は団存続の危

　　機感がありました。バッタバタの準備でしたが、

　　長年培った力が自然に出てきましたね。

　　来年は今回出場できなかった人も含め、出演者

　　を増やしさらに頑張ります！

レギュラーコンサート2021より （2021.03.06）



チケット取扱い情報

～アンサンブルグループ”奏楽”
　　　　　　　　による演奏動画とお話～しれとこ寄席

■日　時   6月13日（日）　開場14:00  開演14:30
■場　所　ゆめホール知床　文化ホール【全席自由】
■料　金　一般2,000円、高校生以下1,000円
■チケット　4月30日（金）から発売
■取扱所　ゆめホール知床・図書館・ウトロ支所
　　　　　尾張屋時計楽器店
◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

ゆめホール知床　9:00～17:00　月曜休館　（22-2222）

ゆめホール事業No.180 ■今月の展示　4月1日（木）～30日（金）

　　小学生向けおすすめ本「正しく知る感染症」　

　　中高生向けおすすめ本「文房具、どれにする？」

　　働く大人サポート課「「在宅」で働く」　

　　スポットライト「桜の本棚」

■こどもの読書週間 4月1日（木）～5月13日（木）

■北方民族博物館移動展　「北方民族の釣針」

　4月28日（水）～6月6日（日）

■収蔵資料展示「端午の節句の五月人形」

図書館

博物館

行事の詳細はそれぞれの関連ページをご覧ください。なお（　）内の略称は次の意味です。
＜社会教育＞ゆ…ゆめホール/図…図書館/博…博物館/海…海洋センター/プ…海洋センタープール
　　　　　　ウプ…ウトロ地域水泳プール/パ…パークゴルフ場/ウ漁…ウトロ漁村センター/武…斜里町武道館
＜学校＞斜小…斜里小/朝小…朝日小/ウ…知床ウトロ/斜中…斜里中/斜高…斜里高

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

昭和の日チャシコツ岬上遺
跡を見に行こう！
(博)

化石クリーニング
体験(博)

おはなしガーデン
(図)

入学式(斜小/朝小/
ウ/斜中/)

入学式(斜高）

おはなしガーデン
(図)

おはなしガーデン
(図)

おはなしの
花ばたけ(図)

おはなしガーデン
(図)

午前・午後のみ開
館(海)

日 土日 月 火 水 木 金 土

斜里町生涯学習カレンダー2021
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