生涯学習だより
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斜里町教育委員会

成長を実感できる斜里高校の学び
自ら考え、行動する人を育てる教育に注目！
斜里高校は、総合学科ならではの幅広い選択授業をはじめ、多彩な
学びを提供しています。昨年度の「観光ビジネス」
では、活動の一環とし
て、斜里町を訪れる観光客の利便をよくしたいという思いから、飲食店

▲北海道経済産業局長賞受賞

がすぐに見つかるアプリや、オホーツク海で獲れる魚に詳しくなってもら
うための魚図鑑アプリを開発しました。斜里高校は、数年前よりFileMaker
のキャンパスプログラム指定校となっており、企業からの多大な支援を
受けながらアプリ開発に取り組んでいます。
また、
アイデアや技術を競う、
FileMaker選手権に挑戦し、開発未経験者部門において全国2位（銀賞）
と、審査員特別賞を受賞しました。
地方創生☆政策アイデアコンテスト2020では、残念ながら決勝大会

▲アプリのアイコン作成中

への出場は逃したものの、2年連続の北海道経済産業局長賞を受賞す
るなど、地域に支えられながら、様々な成果をあげています。今年度は、
道外の高校と連携し、商品を売買する遠隔地取引を
進める予定です。
自分の考えを持ち、それをどう伝え、他者と協働し
ていくか。様々な活動を通して、
「人間力」を育むこと、

斜里町からの主な支援策
＜通学関係＞
◆町内生徒→スクールバスを利用できる
遠距離通学生徒のバス賃を全額補助

そして
「地域の高校として、知床の人・自然・産業から

◆町外生徒→公共交通機関の定期代、
自家用車の

学び、将来この地域で活躍できる人を育てたい」
これ

燃料費等を全額補助

こそが斜里高校の願いです。
これからも地域の皆さま
の応援をよろしくお願いします！

◆下宿生徒→下宿費用を一部補助
＜進学・キャリアアップ＞
◆通信講座（スタディサプリ）受信料を補助

声！
受賞生徒の

私は、観光系の授業を中心に、
アプリ製作や地方
創生政策☆アイデアコンテストに取り組んできまし
た。仲間と協力してひとつの作品を作り上げるのは
とてもやりがいがあり充実した学校生活を送りまし
た。進路は商学部のある大学に進学し、起業したい
と考えています。

◆模試・検定等受験料を補助
＜特色ある教育の充実＞
◆知床自然概論への専門人材の派遣
◆介護ヘルパー初任者研修受講料を補助
＜部活動の充実＞
◆部活動や研究活動での全道・全国
大会への遠征費を補助
＜学習環境の充実＞
◆町立図書館ネットワークを利用した配本サービス
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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

地域の教育資源を活用した魅力的な高校づくり
「自分と出会い、成長を実感できる学校」
をキャッチフレーズに、高校生対流促進事業採択校として
「しれとこ斜里」
を前面に打ち出した授業展開を行い、魅力化を図っています。
この 4 月からは、
「地域みらい留学 365」
を利用した 2
名の留学生が、2 年生とともに学校生活を送っています。
「地域みらい留学 365」とは、高校 2 年生の 1 年間を日本各地の魅力ある地域の高校で過ごす国内単年留学のこ
とです。昨年度、全国で 12 校（北海道では、鵡川、幌加内、斜里の 3 校）が初めての募集をし、今年度は一期生 23 名
が留学しています。
高校 2 年生の 1 年間、地域の高校に留学し、都会では味わえない本物の自然や文化に触れ、新たに出会う友達や
世代を越えた多くの仲間たちと共に、地域ならではの魅力を肌で感じ、生きた課題に向き合います。

留学生を紹介します
新しい生活
さ さ き

夢のために・・・
おにつか

鬼塚

すみれ

佐々木

菫 （愛知県より）

高校の 3 年間で何か新しいことにチャレンジして

あき

明樹 （宮崎県より）

自分を成長させたいと思っていた私は、母に
「地域み

私には、
日本中の「地方」
と言われているところ

らい留学 365」
というものがあると教えてもらいまし

に住む子どもたちに郷土愛の醸成を促進する事

た。
自分が住んでいる愛知県で高校生フェスもボラン

業を立ち上げる、
という夢があります。
そして、
そ

ティアもやっていて、充実はしていましたが何か物足

の目標達成のための有効な手段の一つが「観光

りなさを感じていた私は、
「これだ！
！」
と思い地域留学

」や「町づくり」だと思います。斜里町には恵まれ

をすることに決めました。

たフィールドと、観光に関しては日本有数の経験

地域の人との関わりやその他のたくさんの経験を

値があり、今の私はそのような環境の中で研究

したくて決めた斜里高校。来てまだ少ししか経ってい

を進めていくことが良いと思い、留学を決めまし

ませんが、
とても充実していて来てよかったと思いま

た。1 年間という短い時間ではありますが、多く

す。
これからの斜里高ライフでたくさんのことを学び、

のことにチャレンジしていきたいと思います。

経験していきたいです。

斜里高校の教育活動
ゼミ活動

トークフォークダンス

▲

地域の様々な職業に従事している

▲

SDGs（持続可能な開発目標）を

課題研究（知床学）

▲ 「知る」
「広げる」
「伝える」を目標に、

大人と対話をするトークフォークダンス。

理解し、協力し合いながら、実践地域

故郷の「良いところ・魅力」
と
「問題点・課

1分間という短い時間に多くの方と対話

の資源を活用して地域と共に継続的

題」の両面を学びます。生徒が自ら課題を

し、会話の楽しさを体験します。

に学びます。

設定し、その解決方法を探り、発表します。

（NHKの取材を受けるドローンゼミ）
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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
無料開館 & 記念展示

北方民族博物館の移動展を解説します

海峡を越えたオホーツク土器

ギャラリートーク

毎年 5 月 18 日は博物館の役割を普及するために定

現在、公開中の移動展「北方民族の釣針」のギャ

められた国際博物館の日です。知床博物館では、こ

ラリートークを開催します。北海道立北方民族博物

の日に先立ち 5 月 16 日を無料開館とし、合わせて記

館の学芸員が一緒に会場をめぐり、展示されている

念展示を公開します。展示品は、昭和 46 年に斜里

釣針から北方民族の釣り漁についてご紹介します。

町で発掘されたオホーツク土器です。

□日時

5 月 2 日（日）10:00〜、13:00〜（各 30 分）

発見後、津軽海峡を越えて青森県六ヶ所村の故二

□定員

各 20 名、要申込

本柳正一さんの元で保管されていたもので、実に 50

□集合

交流記念館ホール（知床博物館となり）

年ぶりに斜里町へ里帰りした資料です。この機会に

□講師

種石悠学芸員（北海道立北方民族博物館）

昨年リニューアルした考古コーナーを合わせて、ぜ

◆申込先

ひご覧ください。

※ 移動展は観覧無料。展示は 6 月 6 日（日）まで。

□日時

5 月 16 日（日）、全館無料開放

□解説

平河内学芸員、11:00〜11:15

□会場

博物館 1 階考古コーナー

□備考

17 日〜30 日までは受付にて展示します。

知床博物館（23-1256）

津軽海峡

釣針

博物館講座

常設展示の一部をリニューアル！

皆既月蝕を見よう！

サケの産卵ジオラマ・モニター

月食は月と太陽の間に地球が入り、月が欠けたよ

本館 2 階に「サケの産卵ジオラマ・モニター」が新

うに見える現象です。今回、月は欠けながら東の空

しく設置されました！ぜひ見に来てください。

から上がってきます。20時頃皆既になり、約20分間
続き、赤銅色の月が観察されます。博物館天体ドー
ム室の望遠鏡などで観察します。
□日時

5月26日（水）19:00〜20:30

□定員

20名（要申込）小学生は保護者同伴

□集合

博物館前庭

□服装

屋外でも寒くない服装

◆申込先

知床博物館（23-1256）

5 月の休館日：6日（木）、10、17、24、31日（月）
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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

図書館情報
親子で読書応援事業

今月の展示

「親子15分読書セット」
「親子えほんセット」
リニューアル！

□期

間

5 月 1 日 ( 土 ) 〜 30 日 ( 日 )

小学生向けおすすめ本

小学生の親子向け2冊セット本「親子15分読書

「スポーツおうえん！ 野球」

セット」と0〜6才の小さいお子さん向け3冊セッ
ト本「親子えほんセット」のうち半数が新しくな

今現在野球をやっている人やこれからやりた

りました。

い人、見るのが好きな人な

もう気になるセットは読んでしまった方も、ま

ど、野球が好きな人に向け

だ手にとったことのない方もぜひ新しくなった読

て野球がテーマの読み物な

書セットをお家でのコミュニケーションにご活用

どを展示します。

ください。
〈親子15分読書セット〉
小学生とその保護者の方を対象とした貸出セッ

中高生向けおすすめ本

トです。内容の関連する小学生向け１冊・保護者

「骨を伸ばすレシピ」

向け１冊の計２冊の本をセットにして専用のバッ

小学生から高校生までの成長期は、丈夫な骨

クに入れ、低・中・高学年の区分ごとにご用意し

を作る・伸ばすため、特にたんぱく質とカルシ

ています。学校の朝読にもぜひご利用ください。

ウムを積極的にとることが重要です。

〈親子えほんセット〉

それらの栄養素を効率的に摂取するのに役立

赤ちゃんから小学校入学前までのお子さんを対

つレシピ本を展示します。

象とした貸出セットです。絵本3冊を1セットとし
て専用のバッグに入れ、0〜2歳向け、3〜4歳向
け、5〜6歳向けの区分でご用意しています。図書

働く大人サポート課

館に来てもゆっくり絵本を選ぶ時間がないときな

「大人の学び直し」

ど、お気軽にご利用ください。
◆問合せ

図書館（23-3311）

学校で習った勉強、覚えていますか？

または図書館カウンターまで

大人になったからこそ学び直したい、国語や
数学、英語などの各教科に沿った大人向けの入
門書のほか、独学の勉強法に関する本を展示し
ます。

令和2年度一般書ベストリーダー
令和2年4月〜3年3月までに、町民のみなさんに
よく読まれたベストリーダー本（一般書のみ）を

スポットライト

ご紹介します。気になっていたあの本が、今なら

「おいしい本たち」

借りやすくなっているかもしれません。
1位

家族じまい／桜木

2位

クスノキの番人／東野

3位

少年と犬／馳

4位

焦眉／今野

5位

syunkonカフェごはん／山本

読んでいるだけでお腹が空いてくる、グルメ

紫乃

や食べることをテーマにした小説・エッセイな

圭吾

どを展示します。

星周

読めばつい、本に登場するメニューが食べた

敏

くなってしまうかもしれません。

ゆり
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こども向けおはなし会

新刊書案内

「おはなしガーデン」

職員おすすめ、注目の新刊を紹介します。図書

毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな

館新刊コーナーでご覧下さい。

し

【文学】
○こころの散歩／五木

しむことができる場をもうけています。

寛之
弘美

○命とられるわけじゃない／村山

由佳

□日

○さよなら、ながいくん。／川上
〇正欲／朝井

〇花下に舞う／あさの

あつこ

〇本日も晴天なり／梶

よう子

時

5 月 6 日、13 日、20 日、27 日
毎週木曜日

リョウ

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。

〇おばあちゃん、青い自転車で世界に出逢う
／ガブリ

ローデナス

【実用書】
〇カルトの子／米本

しゃぼん玉」のメンバーが、親子で一緒に楽

こども向けおはなし会

和広

「おはなしの花ばたけ」

○半藤一利の昭和史／文藝春秋
〇かぐわしき植物たちの秘密／田中
〇猫のきせかえぬいぐるみ／芝

おはなし会をひらいています。小さいお子さんか

千世

〇いま私たちをつなぐもの／山田

ら大人の方までどなたでもどうぞ。

義裕

〇60歳からの鉄道写真入門／佐々倉
〇難読漢字の奥義書／円満字

毎月、絵本の読み聞かせや手遊びなどの楽しい

修

実

二郎

□日

時

5 月 15 日 ( 土 )

10:30 〜 11:00

□場

所

図書館おはなしの木

【児童書】
○建築家になりたい君へ／隈

研吾

○強制終了、いつか再起動／吉野

お礼

〇ヤーガの走る家／ソフィー

万理子

3月の寄贈

アンダーソン

本・資料の寄贈ありがとうございました。

【絵本】
○はんぶんこ!／よねづ

■保村 浩二 様 ( 本町）

ゆうすけ

■横山 敦子 様 ( 文光町）

○いっぽんばしこちょこちょ
／とよた

■斜里町野球連盟 様

かずひこ

〇うろおぼえ一家のおかいもの／出口

■匿名希望の皆様

かずみ

ＧＷ中開館しています
今月のオススメ新刊本 (児童書)

4月29日（木）、5月1日（土）〜5月5日（水）は

『でんごんゲーム』
宮下

休まず開館します。GWを斜里でゆっくりと過ごす
すずか／作

くもん出版

方は、この機会に図書館で気になっていた本を手

コアラのモモちゃんがけ

に取ってみませんか？

がをしたらしい。りすのケ

期間中は、皆さんのおすすめ本をカードに書い

イちゃんがその話を友達に

て紹介する「みんなに紹介！おススメ本」や小さ

教えたら、友達から友達へ

いお子さん向けの来館するごとにスタンプがたま

伝わる話が変わってしまっ

る「おいでよ！としょかん

て大騒動に!

国語が楽しく

ガチャガチャを回して出てきた本を借りる「おス

なる読み物。（TRC『週刊新

スメ本ガチャ」を開催中。新しい本との出会い

刊全点案内』より）

に、ぜひご利用ください。
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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

スポーツ情報

斜里サッカースポーツ少年団 団員募集

ゴールデンウィーク中の利用について

斜里サッカースポーツ少年団では、サッカーに興味

各施設の開館時間が次の通り、変更となります。

のある子、体を動かすのが大好きな子、男女問わず小

【B&G海洋センター〈体育館〉】
□期

間

学1年生から6年生まで団員を募集しています。

4月29日（木祝）

サッカーを通じて、体力づくり、運動神経の向上、集

5月1日（土）〜5日（水祝）
□変更点

中力の育成、共に頑張り支えあう仲間づくりの心を育

9:00〜17:00のみ開館

みませんか。
もちろん学年を問わず、いつからでも始められます。

【B&G海洋センター〈プール〉】

見学や体験してみたい人も大歓迎。気軽に練習会場

※5月1日（土）オープン
□変更点
◆問合せ

5月3日（月祝）

→

開館

5月6日（木）

→

休館

へ遊びに来てください。
□対象者

小学1年〜6年生の男女

（月・水・金）18:00〜20：00
□活動日 ・5月〜10月

ゆめホール知床（22-2222）

斜里中学校グラウンド

B&G海洋センター体育館（23-2911）

・11月〜4月
（木・土）

B&G海洋センタープール（23-1775）

19:00〜21:00

斜里中学校体育館
◆問合せ

野上 祐二（090-4870-2780）

スポーツ情報

気持ちの良い春が到来しました！屋外スポーツ施設 で体を動かしましょう！
施

設

B&G 海洋

町営・シーサイ

センタープール

ドパークゴルフ場

町営

町営野球場

陸上競技場

日の出〜日没

日の出〜22:00

日の出〜日没

日の出〜21:00

月曜日(振替あり)

木曜日

無休

無休

無休

無料

無料

――

無料

無料

高校生以上

200 円

(1 回) 300 円

――

100 円

300 円

1 時間使用

団体使用

̶̶

250 円

̶̶

半日使用

午後：2,000 円

̶̶

1,000 円

(団体)

800 円

̶̶

全日使用

夜間：1,500 円

̶̶

2,000 円

(団体) 1,500 円

̶̶

回数券

̶̶

(12 枚)3,000 円

――

――

̶̶

――

――

5,000 円

――

ﾅｲﾀｰ 1 時間 100円

利用時間
定休日
料金 中学生以下

13:00〜16:30
18:00〜20:30

(一般) 7,000 円

テニスコート

̶̶

シーズン券

5,000 円

夜間照明

̶̶

̶̶

(30 分)1,000 円

物品使用料

̶̶

(1 ｾｯﾄ) 200 円

̶̶

――

̶̶

大会使用

5,000 円

̶̶

̶̶

5,000 円

̶̶

◆問合せ・使用料

プール管理棟

グリーンハウス

海洋センター

支払い先

23-1775

070-4427-0090

体育館 23-2911

(ｼﾙﾊﾞｰ) 3,500円
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海洋センター体育館

23-2911

グリーンハウス 070-4427-0090
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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/

斜里リトルファイターズ

知床自然センター

斜里バスケットボール少年団 団員募集

田中豊美 原画展 開催中

斜里バスケットボール少年団は、小

日本を代表する動物画家、田

学1年〜6年生までの少年少女が元気

中豊美氏の原画展です。今回展

に活動している少年団です。

示する作品は、田中氏が2006年

通称〈ミニバス〉の活動は、
「チームワ

〜2007年に取材で知床を訪れ

ーク、体力、洞察力・判断力、集中力、戦

た際に描き下ろしたものや、特別に寄贈されたもの

略思考」を身につけることを目標に、切磋琢磨しなが

など、他では見ることができない貴重な作品ばかりで

ら子どもたちの成長を支えています。

す。ぜひご覧ください。

バスケットが気になっている子、興味がある子は、
ま

また、会場では田中豊美氏の細密画を箔押しした知

ず練習見学に来て、ボールに触ってみてください。いっ
しょに！楽しく！バスケをやりましょう。

床財団オリジナルフィールドノートを取り扱っていま

□対象者

す。手に取って見てください。

小学1年〜6年生の男女

□活動日 朝日小学校体育館（月曜・金曜）
斜里小学校体育館（水曜）
16:40〜19:00
◆問合せ

伊藤 智哉（090-1645-4391）

□期

間

5月29日
（土）
まで

□場

所

知床自然センター ミニギャラリー

□入館料

無料・予約不要

◆問合せ

知床自然センター（24-2114）

春らんまん 知床五湖

知床自然センター

ゴールデンウィークは特別バス運行！

春のボランティア募集中

ゴールデンウィークの知床五湖は、たくさんの人が

しれとこ100平方メートル運動地の中のアカエゾマ

訪れ、マイカーによる渋滞がおきています。そこで今

ツ造林地で、広葉樹の苗木を移植する作業を手伝って

年は、ゴールデンウィーク期間中に知床自然センター

くださるボランティアを募集しています。

と知床五湖の間で特別バスを運行します。

□活動日 5月15日
（土）
、5月16日
（日）

マイカー乗り入れができないわけではありません

5月22日
（土）
、5月23日
（日）

が、バスは渋滞の時でも優先的に知床五湖へ入ること
ができます。車を減らすことは環境にも優しくなりま
す。バスの活用にぜひ協力ください。
□運行期間

5月1日
（土）〜5月4日
（火）

□運行時間

30分〜1時間間隔で 1日6往復
（知床自然センター始発 8:30）

各日 9:00〜17:00

□集

合

知床自然センター

□対

象

18歳以上

□募集人数

各回数名

□参加費

無料
録料（保険料等）2,000円を申し受けます。

知床自然センター ⇔ 知床五湖 往復

※作業は新型コロナウイルス感染予防対策を講じ

大人960円、小学生以下480円

た上で行います。国や町の今後の方針次第では

※バス利用者は知床自然センター メガスクリーン

日程も変更になる可能性があります。
ご了承くだ

KINETOKO入館料が半額になります。

さい。詳しくは知床財団HPをご覧ください。

※マイカー利用者は知床自然センターに駐車し、バ

https://www.shiretoko.or.jp/news/5568.html

スに乗り換えてください。
◆問合せ

間

ただし、初参加の人にはボランティア登

（知床五湖まで約15分）
□料金

□時

◆問合せ・申込み

知床自然センター（24-2114）
７

知床自然センター（24-2114）
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ゆめホール情報
斜里バレエサークル シルフィード

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/

おさらい会

ゆめホール事業No.180

しれとこ寄席

昨年11月に予定していたおさらい会で

寄席の中心は落語です。漫才や手品、曲芸などの「色

すが、コロナのため延期し、今月あらため

物」は、落語のを間にはさみ、最後に登場する落語演者

て開催します。子どもたちが踊る姿をたく

はトリと呼ばれ、公演の中では最も重要です。
しれとこ寄席のトリは入船亭扇遊師匠。平成29年度

さんの町の皆さんに見てほしいところです
が、コロナに配慮して今回は関係者のみの公開とします。
子どもたちは年齢によるクラス分けをして踊ります。

芸術選奨を、令和元年紫綬褒章を受賞した古典落語の
名手です。一方、紙切りの林家正楽師匠も令和元年度
芸術選奨を受賞した紙切り界の第一人者です。

衣装を着て、髪を整え、ほんのり紅をさせば気分は立

2 人のビッグスターが顔をそろえるしれとこ寄席で、

派にバレリーナです！

笑って心を元気に！

子どもたちは、会場の文化ホールにあわせ、踊りを
大きく見せるために、一生懸命に練習をしてきました。

□日 時 6 月 13 日（日）開場 14:00 開演 14:30

おさらい会は自分自身の成長を確認する大切なハレ

□場 所 ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】

の場。中止にせず延期してでも開催することが、子ど

□料 金 一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円

もたちにとって次へのステップになります。

□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

□日 時 5 月 9 日（日）開場 14:40 開演 15:00
□場 所 ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】

※来場の皆さんには、基本的なコロナ対策の協力
をお願いします。

◆問合せ 斜里バレエサークル シルフィード

◆問合せ ゆめホール知床（22-2222）

島津 美雪（23-1616）

文化団体 の 暗中模索（２） 斜里バレエサークル「シルフィード」
札幌から先生を招く斜里バレエサークル「シルフィ

間、大人はレッスン動画を見たり、たんすの引き出

ード」は、昨年の全国一斉緊急事態宣言と、相次いで出

しをバー替わりにして、
自主練習をしたこともあり

された札幌との往来自粛の要請によって、練習や行事

ました。大人も子どもも体が硬くなって、筋力は落ち

スケジュールの変更を余儀なくされました。昨年11月

たかな…。重力に負けてしまうというか、体を上に

に予定していたおさらい会は急きょ延期。そのため、今

引き上げる力が落ちました。
ゆ）秋には、今年の分のおさらい会をしますか？

月5月9日、半年遅れのおさらい会を行います。

島）いえ、文化祭があればそれが目標になります。年に

4月、練習中のリハーサル室にお邪魔し、会代表の島

一度は子どもたちを舞台に立たせてあげたいです。

津さんに話を伺いました。
ゆ）子どもたちのマスクは、息が上がると鼻に吸い付い
てキツそうですね。
島）練習中は皆マスクを着けて、本番に踊る時だけ外
します。ハァハァなるとマスクは苦しいですよ。でも
先生も最大限の注意をして来てくださるし、皆、先生
のレッスンの日を楽しみにしています。
ゆ）先生が来られない間、練習はどうしていましたか？
島）先生のレッスンは6月に再開しました。
それまでの

小学6年生と中学生の「お姉さんクラス」の練習は、骨格
や筋肉の使い方や、エレガントさを意識するハイレベル
な練習でした。 （4月7日 リハーサル室）
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社会活動振興バスの配車について、
「コロナ対策による対応」は続けます
社会活動振興バスの運行は、新型コロナウイルス対策の「３密」
（密閉・密集・密接）を避けるため、
「本来の基準」に
たいして、
「コロナ対策による対応」基準を設け、大型バスと複数台数（増車）の利用ができるようにしています（下表
参照）。ただし、先約がある場合は複数台の利用ができないことがあります。予約の時に大型利用の希望と増車の希
望を伺います。
なお増車した際の、それぞれのバスにかかる
「高速道路の利用」
「駐車場の利用」
「転手の宿泊」などの料金は、利
用者の負担となりますのでご了承ください。
（下の「利用者の実費負担」を参照）

【運行・配車基準】
コロナ対策による対応

本来の基準
利用人数による配車

1団体あたりの

大型バスの利用可能

15人〜22人

小型バス

23人〜27人

中型バス

大型バスの利用可能

28人〜55人

大型バス

大型バス （変更なし）

先約がなければ

先約が無ければ
31人以上で2台利用可能

複数台利用

56人以上

1日あたりの

4月〜11月 2台

4月〜11月 3台

車両運行台数

12月〜3月 1台

12月〜3月 1台

1日あたりの

4月〜11月 2団体

4月〜11月 2団体 （変更なし）

利用可能団体数

12月〜3月 1団体

12月〜3月 1団体 （変更なし）

2台利用可能

61人以上で3台利用可能

は、対策が必要と判断される、今後しばらくの間運用します。
※「コロナ対策による対応」

【利用者の実費負担】
（本来の基準変更なし）

【利用基準】
（本来の基準変更なし）
項 目

基

１）1日の走行距離が250kmを超えた場合のバス料金

準

1日の走行距離

400km以内

は、利用団体に実費を負担していただきます。

1日の運転手の拘束時間

16時間以内

請求書はバス会社から直接利用団体に送られます。

運行時間

午前 5:00〜 午後 10:00

連続利用

最大2日間まで

1団体の年間利用回数

超過距離

超過時間

1km単価

1時間単価

小型バス

105 円

4,000円

中型バス

135 円

4,500円

大型バス

150 円

5,300円

バス型

3回まで

【利用の手順】
（本来の基準変更なし）

※利用実績により超えた分の「時間」
と
「距離」に単

①バスの空き状況確認と申込み

価を掛けたものを合算し、消費税10%を加えて積

・基本的に利用日の3か月前の1日から申込み可

算します。金額は上の表を目安にしてください。

・先着順

※端数の計算

・ゆめホールへ来館または電話

・距離〜端数は切り上げ

③申請書の提出（利用日の20日前まで）

・時間〜30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ

・ゆめホールへ来館またはファックスで

※距離の積算は、実走距離に空走距離を加えます。

※申請書の内容確認後、利用団体へ「運行許可証」

・実走距離〜利用者が乗ってから降りるまでの距離

を送ります。

・空走距離〜バス会社から利用者送迎地までの利

④バスの利用当日

用者が乗っていない区間の距離

⑤事業報告書の提出（利用日の10日以内）

※時間の積算は、走行距離が250kmを超えた時点
から積算されます。

◆社会活動振興バス

２）運行に伴う高速道路の利用料金、駐車場料金、運

問合せ・申込み

転手の宿泊料は、利用団体の負担となります。

ゆめホール知床（22-2222)
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斜里町生涯学習カレンダー

2021

日
日

月

2

火

3

ギャラリートーク
(博)

9

4

憲法記念日
休館日(ゆ)

みどりの日

木

金

6

5

1

7

8

14

15

21

22

28

29

土
土

休館日(博/パ/プ)

こどもの日

おはなしガーデン
(図)

10

11

休館日
(ゆ/図/博/プ)

16
16

水

13

12

休館日(パ)
おはなしガーデン
(図)

17

18

国際博物館の日
無料開館(博)

休館日
(ゆ/図/博/プ)

23
23

24 休館日
(ゆ/図/ 博/プ)

20

19

休館日(パ)

おはなしの
花ばたけ(図)

おはなしガーデン
(図)

25

26

皆既月食を見よう
(博)

31

30

27

休館日(パ)

おはなしガーデン
(図)

休館日
(ゆ/図/ 博/プ)

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

チケット取扱い情報
ゆめホール知床

9:00〜17:00 月曜休館 （22-2222）

しれとこ寄席
■日 時

■今月の展示

ゆめホール事業No.180
〜アンサンブルグループ”奏楽”
による演奏動画とお話〜

6月13日
（日） 開場14:00 開演14:30

図書館

■場 所 ゆめホール知床 文化ホール
【全席自由】
■料 金

ゆめホール知床・図書館・ウトロ支所
尾張屋時計楽器店

小学生向けおすすめ本「スポーツおうえん！野球」
中高生向けおすすめ本「骨を伸ばすレシピ」
働く大人サポート課「大人の学び直し」
スポットライト
「おいしい本たち」

一般2,000円、高校生以下1,000円

■国際博物館の日 記念展示

（当日 各500円増）
■取扱所

5月1日
（土）〜30日
（日）

博物館

「海峡を越えたオホーツク土器」 5月16（日)〜30日
（日）
■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）

◆問合せ ゆめホール知床（22-2222）
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