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斜里町教育委員会

これこれ
小僧さん
おもてが
騒がしいが
なにごとじゃ

へい︑旦那さま
ただいま
しれとこ寄席に
お越しのお客さんで
ごったがえしております

落語は噺家がたった一人です
べての登場人物を演じます。
上手（客席から見て右手側）を
見たり、下手（客席から見て左手
側）を見て話すことで、お互いが
会話をしているように見せます。

林家正楽
（紙切り）

古今亭志ん五
（落語）

鏡味仙志郎･仙成
（太神楽曲芸）

□日

時

6 月 13 日（日） 開場 14:00

□場

所

ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】

入船亭遊京
（落語）

開演 14:30

※座席は一席空けの使用とし、280 席限定です。
「しれとこ寄席」
公演は、
新 円（当日各 500 円増）
□料 金 一般 2,000
円、高校生以下
1,000
型コロナウイルス感染拡大に
入船亭扇遊（落語）
□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
よる緊急事態宣言再発出等
により、中止とさせて頂くこと
➡ 8 ページの「ゆめホール情報」と合わせて読んでください。
と致しました。
◆問合せ ゆめホール知床
（22-2222）
詳しくは最終ページをご覧
ください。
※ ゆめホール知床は感染症対策の基準に沿って公演を行い、
ご来場の皆様にも対策への協力をお願いいたします。
※ 感染拡大の状況次第では、公演が中止あるいは延期になることをご了承ください。

2021.06.01

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

子育て・学校生活で困ったら

スクールソーシャルワーカー（SSW）

スクールカウンセラー（SC）
斜里町教育委員会では、個人への心理学的なサポー

斜里町教育委員会には、家庭や児童生徒が抱える問
題・悩みに対し、関係機関と協力して解決に向けた支援

トを行うスクールカウンセラー（SC）を月２回程度配置

を行う
「スクールソーシャルワーカー（SSW）」が勤務して

しています。
児童生徒へのカウンセリング、教員や保護者への助

います。お気軽にご相談ください。

言、児童生徒の心の悩みへのアドバイスを行い、いじめ

①こんなことで困ったら

・不登校等の未然防止、
また問題行動の早期発見・早期
対応を目指しています。

〇家庭内で…

相談を希望する場合は、勤務日数・勤務時間とも限ら

・こだわりがある、融通がきかない
・落ち着きがない、変な癖がある

れていますので、事前に電話などでお会いできる日程を

・生活リズムが乱れている

ご相談ください。

・イライラして注意すると暴れる
【スクールソカウンセラーの勤務内容】

・親子の関係が安定しない・・・など

□日 程

年間21日
（月2回程度）

〇学校生活で…

□時

間

8:30〜12:30

・友達関係に困っている

□場

所

斜里中学校及び町内施設でのみ実施

・登校を渋る、学校に行けない

◆連絡先

斜里中学校

生徒指導部

スクールカウンセラー係 （23-3212）

・授業に集中できない
・クラスや集団になじめない
・初めてのことや見通しの持てないことに不安を持つ

北海道子ども相談支援センター

・いじめられているのかも・・・など

北海道教育委員会では、学校教育に関する悩み、子

②どこに相談したらいいの？

育て・しつけなど家庭教育に関する悩みなどについて、

スクールソーシャルワーカーにご相談ください！
！

子どもや保護者から直接相談を受けて問題の解決に

各学校の校長先生や、担任の先生などを通じて、
また

つなげる
「北海道子ども相談支援センター」を開設して

は教育委員会までお気軽にご連絡ください。

います。新型コロナウイルスに関する不安や悩み相談
も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。電

【スクールソーシャルワーカーの勤務内容】
□日 程

毎週月・火・木・金（水曜休み）

□時

間

8：45〜17：30

□場

所

斜里町教育委員会（役場2階）

◆連絡先

斜里町教育委員会（26-8391）

話、
メール等による相談を実施しています。
◆電

話

◆メール

0120-3882-56（24時間受付）
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp

困ったり悩んだりしたときは、一人で抱え込まないで、周りの人を頼ってみましょう。
少しでも気になることがあれば、
まずはお気軽にお電話ください。
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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

ロビー展

記念展示

海峡を越えたオホーツク土器

骨のある展示

1971 年に斜里町で発掘され、青森県六ヶ所村の

動物の骨にはそれぞれドラマがあります。それは

故二本柳正一さんの元で保管されていた土器が斜里

数万年の長い時の中で進化してきた姿であったり、

町に戻ってきました。この海峡を越えたオホーツク

その動物が一生を終える直前にかろうじて生きてい

土器を博物館本館にて展示しています。

た姿であったりします。それぞれの骨をじっくり眺

□日時

6 月 13 日（日）まで

めてみると、新たな動物達の姿を発見できるかもし

□備考

この展示のみの観覧は無料です。

れません。「ろっ骨背比べ」、「やわらかい骨と硬
い骨」、「飛ぶための骨」「泳ぐための骨」などを
展示予定です。
□日時

6 月 19 日（土）〜7 月 18 日（日）

□場所

交流記念館ホール

※ ロビー展のみの観覧は無料です。

中央が記念展示の土器

学芸員秘蔵の動画を公開！

知博うごく生き物ずかん
知床博物館職員の撮影した生き物映像をウェブで
紹介しているうごく生き物図鑑に新たな動物の動画

釣針

が増えました。
□閲覧方法

スマートフォンで QR コードを読み

込んで、サイトにアクセスしてください。

ウバザメ椎骨

□新入荷ラインナップ
・エゾクロテンの幼獣

お知らせ

・マスを食べるトビ

ボランティア草取り、やってます
6〜10 月の毎月 10 日早朝に、博物館裏の高山植物
園で、ボランティアによる草取りを実施していま
す。知床博物館協力会主催の行事ですが、会員以外
でも参加できます。よろしければどうぞご参加くだ
さい。
□日時

6月10日（木）6:00〜6:50（雨天中止）

□集合

博物館裏、ワシ飼育小屋付近

□服装

寒くない服装、軍手、虫よけ

※申し込み不要です。直接お越し下さい。
6 月の休館日：7、14、21、28日（月）

エゾクロテン
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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

今月の展示

図書館サポーター募集中！

□期

図書館サポーター説明会は、新型コロナウイル
ス感染症防止のため、中止となります。

間

6 月 1 日 ( 火 ) 〜 30 日 ( 水 )

小学生向けおすすめ本

図書館サポーターの申込みは随時受け付けして

「は虫類と両生類」

いますので、参加希望の方には個別にご説明い

背骨のある生き物の中で、ワニやカメ、トカ

たします。開館再開後に、図書館までご連絡くだ

ゲなどを「は虫類」、カエルなどを「両生類」

さい。

と言います。それぞれの生き物
が出てくるお話や、特徴がわか

図書館の応援団『図書館サポーター（個人参加

る図鑑などを展示します。

のボランティア）』は、現在9名の方が登録され
ており、「図書館イベントサポート」や「子ども
たちへの読み聞かせ」を中心に活躍していただい

中高生向けおすすめ本

ています。

「世界の絶景を独り占め！」

活動に関心のある方、図書館での生きがいづく

世界中の絶景やお城など、将来海外旅行に行

りを始めてみませんか？

ったら見てみたい景色を自宅でゆっくり楽しめ
る！

□主な活動内容

世界各国の絶景や豪華な建造物の写真集

などを展示します。

①書棚の本の整理や、本を紹介するＰＯＰ
（ポップ）作り
②図書館に来る子どもたちへの読み聞かせ

働く大人サポート課

③としょかんまつり、古本市等の行事開催
④草刈や除雪など図書館の美化活動

「楽しむおしゃれと身だしなみ」

など

外出できなくておしゃれに張り合いがないと

※図書館サポーター活動の一部は、行政ポイン

いう方へ、おうち時間の長い今だからこそファ

トの発行対象となります。

ッションの勉強をしてみませんか？
服装のコーディネートや髪形など、自分に合

□説明会日程

うスタイルを探すファッションや身だしなみに

図書館サポーターの活動内容や注意点などに

ついての本を展示します。

ついて、お話しします。
説明会を聞いて「やってみたい！」という方
のみ登録となりますので、お気軽にご参加くだ
さい。

スポットライト

「身近ないきもの・虫特集」

①6月19日（土）
②6月20日（日）

あたたかくなり、そこかしこで見られるよう

③6月22日（火）

になった虫たち。普段よく見かけるのに、意外

いずれも10:30〜12:00（予定）
※申込み期限

と知らないたくさんの虫の種類や生態など、調

6月18日（金）

べてみると面白いさまざまな虫の本を展示しま

※ご都合の良い日程でお申込みください。

す。
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新刊書案内

令和3年度 教科書展示会

職員おすすめ、注目の新刊を紹介します。図書

毎年多くの方に見ていただいている教科書展示

館新刊コーナーでご覧下さい。

を今年も開催します。

【文学】
○烏百花

2021.06.01

検定に合格した各出版社の小・中学校の教科書
白百合の章／阿部

○鷹の城／山本

智里

を見比べることのできる貴重な機会です。ぜひ手

巧次

に取ってご覧ください。

○にぎやかな落日／朝倉

かすみ

〇エレジーは流れない／三浦
〇めぐりんと私。／大崎
〇百合中毒／井上

□期

間

しをん

6月11日（金）〜25日（金）
午前中まで

梢

□場

所

図書館エントランス

荒野

〇ミシンの見る夢／ビアンカ

ピッツォルノ

今月のおはなし会は、新型コロナウイルス感染

【実用書】
〇難しい本をどう読むか／齋藤
○有職故実の世界／八條

症防止のため、中止します。

孝

忠基

〇体とココロが喜ぶごぼうび漢方／田中

こども向けおはなし会

友也

「おはなしガーデン」

〇梨本家の快適！リモート生活術
／中山
〇狩猟を仕事にするための本／東雲

毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな

隆

し

輝之

しむことができる場をもうけています。

〇描きたい！！を信じる
／週刊少年ジャンプ編集部
〇韓国語の語源図鑑／阪堂

千津子

【児童書】
○おもちゃの国へようこそ／如月
○サイコーの通知表／工藤

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

こども向けおはなし会

「おはなしの花ばたけ」

【絵本】

毎月、絵本の読み聞かせや手遊びなどの楽しい

カール

○しんゆうだけどだいきらい／石山

おはなし会をひらいています。小さいお子さんか

さやか

ら大人の方までどなたでもどうぞ。

ひろゆき

今月のオススメ新刊本 (えほん)

『むしゃむしゃたべたらおいしいぞ』
みやにし

時

おはなし しゃぼん玉

純子

〇あっぷっぷのぷ〜／あいはら

□日

かずさ

〇たけのこなんのこ？／ひさかたチャイルド
○ありえない！／エリック

しゃぼん玉」のメンバーが、親子で一緒に楽

たつや／作

□日

時

毎月第 3 土曜日

10:30 〜 11:00

□場

所

図書館おはなしの木

お礼

4月の寄贈

鈴木出版

本・資料の寄贈ありがとうございました。

3匹のはらぺこオオカ
ミたちが昼寝をしてい

■片桐 昌夫 様 ( 本町 )

るところに、にわとり

■橋本 輝代子 様 ( 豊倉 )

がやってきました。捕

■保村 浩二 様 ( 本町 )

まえて、おいしくお料

■山口 美恵子 様 ( 大栄 )

理して、「むしゃむしゃたべたらおいしいぞ」

■山下 マス 様 ( 本町 )

と、3匹はあれこれ考えますが…。

■吉田 美智子 様 ( 本町 )

（TRC『週刊新刊全点案内』より）

■匿名希望の皆様
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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
ウトロ地域水泳プールオープン

ウトロ地域水泳プールでもご利用できます。
・小学2年生以下の利用、中学生以下の夜間利用

6月1日（火）からウトロ地域水泳プールがオー

は、安全のため保護者が同伴してください。

プンします。また、知床ウトロ学校の夏季休暇期

◆問合せ

間中は午前も開館します。
□開設期間
□利用時間

ウトロ地域水泳プール（24-3303）
Ｂ＆Ｇ海洋センター

（23-2911）

6月1日(火)〜9月30日(木)
〈午後の部〉

13:00〜16:30

〈夜間の部〉

18:00〜20:30

小学生低学年向け初心者水泳教室
斜里水泳連盟による初心者水泳教室が下記の日程

※7月22日(木)〜8月15日(日)のみ
〈午前の部〉

で開催されます。

10:00〜12:00

□個人料金

中学生以下無料・一般1回200円

□団体料金

午前/夜間1,500円・午後2,000円

□大会使用

1日5,000円

□シーズン券

2,500円

□休 館 日

月曜日(祝日の場合、翌日休館)

この機会に水で遊ぶ楽しさを覚えましょう！

□ご利用にあたっての注意点
・シーズン券は、ウトロ地域水泳プールとＢ＆Ｇ
海洋センターで購入できます。
スポーツ情報

・海洋センタープールシーズン券（5,000円）は

□開催日

6月26日（土）・8月7日（土）

□時

間

13:30〜14:30

□場

所

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

□対

象

小学1年生〜2年生

※13:00までに集合

□持ち物

水着・ゴーグル・キャップ・タオル

□申込み

当日申込み

□参加料

1人1回100円（保険代として)

◆問合せ

斜里水泳連盟
高橋 美恵子（080-5581-3653）

陸上競技ロードコースキロ数標識設置
陸上競技ロードトレーニング向け12kmロードコース『キロ数表示標識』を1km毎に設置しました。健康増
進・競技力向上のためにランニングやウォーキングに活用ください。
【標識設置位置】
①スタート･ゴール地点 / 斜里魚菜卸売市場前

②1km･11km/ 斜里自動車学校正面入り口前

③2km･10km/ オホーツク霊園〜斎場間

④3km･9km/ 以久科原生花園入口西側

⑤4km･8km/ 斜里峰浜１号道路（西４線西側）

⑥5km･9km/ 斜里峰浜１号道路（西５線・下水道終末処理場前）

⑦6km 折り返し地点 / あさひ広場東側
【 陸上競技ロードコース12km「キロ数標識」設置位置図】
標識設置位置図
3ｋｍ・9ｋｍ

2ｋｍ・10ｋｍ
スタート・ゴール 12ｋｍ

１

看板設置箇所
ロードコース

1ｋｍ・11ｋｍ

4

3

2

7
6ｋｍ折り返し

5

6

4ｋｍ・8ｋｍ

5ｋｍ・7ｋｍ
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この標識を運動の目安にしてみませんか
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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/

開催します。展示する写真は2020年にご遺族より斜里

Airda・流氷文庫・北のアルプ美術館 トリオ共催

町に寄贈いただいたもので、今回はそれらの中から十

本と音〜世界一静かなリリースパーティー〜

数点厳選して展示します。知床の自然の中で躍動する
命と悠然な風景の一瞬一瞬がおさめられた写真をぜ

※コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントが延

ひご覧ください。

期となりました。延期後の日程は、後日SNS等でお知

【窪田 正克 プロフィール】

らせいたします。

1978年に雑誌「アニマ」
（平凡社）に「エゾシカの四
季」を発表。以来20数年にわたり北海道に生息する野

斜里に移住し、その場の空間に合った静かな音を製

生生物、自然風景を撮影。2000年に知床、ヒグマ等一

作し活動するAirda（エアダ）
と、様々なイベントで古本

連の作家活動に対して
「東川賞特別賞」を受賞。

を移動販売する流氷文庫シリエトク、北のアルプ美術
館の共催で、音と読書会のイベントを開催します。
□日 時

6月5日
（土）

【１部】13:00〜15:00
串田孫一の居間を特別開放し、参加者に蔵書
や、持ち込んだ本を読んでもらいます。
また、読書

□期

間

6月1日
（火）〜7月25日
（日）

□場

所 ミニギャラリー

□入場料

無料

◆問合せ

知床自然センター（24-2114）

展示「DOTO Landscape」

や居間の雰囲気に合わせた、Airdaによる
「音」の
パフォーマンスをお楽しみください。
【２部】15:00〜16:00

※要申込

おすすめの本を持ち寄ってもらい、その本を紹
介し合う読書会です。
（お茶、お菓子付き）
□場

所

北のアルプ美術館・串田孫一の居間

□定 員 2部のみ5名まで
□参加費

2部のみ500円（お茶・お菓子代含む）

※各種感染予防対策にご協力をお願いします。

道東を中心に活動するアーティストに焦点を当て
た展覧会を開催します。コロナ禍で、まだまだ不安定
な日々が続いていますが、アートを通して少しでも明
るい世の中になるようにと、祈りを込めて展示を行い
ます。ぜひお越しください。
□期

間

6月26日
（土）〜7月19日
（月）
12:00〜18:00

□場

所 しれとこくらぶ ギャラリー知床八景

□入場料

↑詳細はFacebookでも
お知らせしています。

※不定休

無料

◆問合せ しれとこくらぶ

砂山 裕子（23-1844）

知床自然センター

窪田 正克写真展
「森と海に抱かれて〜知床に生きるものたち〜」

←詳細はFacebookでも
お知らせしています。

雑誌「アニマ」
（平凡社）への掲載をはじめ、写真家と
して道内を中心に活躍された窪田正克氏の写真展を
７
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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/

ゆめホール情報
ゆめホール事業No.180「しれとこ寄席」

笑いをとどけます！

寄席は難しそう、なんだか堅苦しそうと思う人はい

開演5分前

ますか？ いえいえ、寄席は江戸時代から何百年も続
いてきた「お笑い」の場所であり、
「お笑い」の芸能で

二番太鼓

はじまるよ

ー

す。理解とか解釈とか考えず、
まずは寄席の臨場感を

オタフクコイコイ オタフクコイコイ
ステツクテンテン ステツクテンテン

味わってみましょう。少しでも笑う場面があり、なんと

寄席会場に幸せを招くように「お多福

なく面白いと感じたら、寄席デビューは大成功です！

来い来い」
と願いを込めます。

お囃子︵生演奏︶

入船亭遊京

お客さんが去った客席に

しれとこ寄席

語

一︑寄席ばやしの
実演と解説

一︑落

鏡味仙志郎・仙成

古今亭志ん五

一︑太神楽曲芸

語

「てんてんバラバラ」

一︑落

四方に分かれて帰るから

林家正楽

「出てけ出てけ」

一︑紙切り

元気よくお客さんを見送り

入船亭扇遊

ドロドロドロ
デテケデテケ
テンテンバラバラ
カラカラカラ

一︑落語

い出し太鼓
終演後 追
ありがとう

鼓
前 一番太
ーい
いらっしや

開演30分

カラカラカラ
ドンドンドントコイ
ドンドンドントコイ
お客さんがたくさん入るように
「どんどん どんと来い」
と願い
を込めて叩きます。

太鼓がしゃべってる？！
音を注意して聞いてください。

「空空空」
と太鼓を叩きます。

【落語が主役】

【さまざまな芸人】
なんといっても寄席の主役は「落

「しれとこ寄席」には、太神楽曲芸と紙切り芸人が登

語」
です。たった一人で登場人物の

場します。寄席では落語以外の芸を「色物」
といいます

全てを演じます。
よく出てくるキャラ

が、落語を引き立て彩りを添えるという意味と、寄席の

クターは、
ご隠居さん、和尚さん、お

看板で落語家の文字は黒字で書くのにたいし、それ以

殿様、若旦那のほか、おかみさんや

外は赤い文字で書くことから
「色物」
と呼ばれています。

子ども、
さまざまな職人たちがいま

《太神楽曲芸》

す。
「しれとこ寄席」
で噺家がどんな演目を演じるかは、

傘の上でボールや升を回したり、口や額を使った芸

当日その時までわかりません。だれが登場するか、
そ

など、華やかですが、落としはしないかとハラハラ。そ

の演じぶりを楽しんでください。

んなスリルが楽しみの一つです。

そして人物と情景を想像し世界を膨らんできたら、

《紙切り》

それはもう落語にハマったといえるでしょう。

見事な絵を切り抜く
「紙切り」
で驚くのは、下絵がな

《世界は無限大》

いこと。そして切り刻んだゴミが出ないこと。はじめは

落語で使う小道具は扇子と手ぬぐいのみ。
そして座

準備したネタを切り、その後お客さんからのリクエスト

ったままのしぐさで、蕎麦を食べたり、たぼこを吸った

を聞いて、短い時間に作品を仕上げます。
リクエストを

り。駈け出したかと思えば、覗き見したり。泣く子もい

募るときはぜひ手を挙げてみてください。

れば叱るおばさんもいて、
あらゆるシーンを創り出し

※「しれとこ寄席」の出演者・日時・料金は、表紙

ます。
しぐさ見ながら、噺家さんの顔がいろんな顔に

（1ペ ージ目）
をご覧ください。

見えてきたらしめたものです。
「なんだかおもしろい！」
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◆ 問合せ

ゆめホール知床（22-2222）

2021.06.01

粘土をこねこね

レイ・アロハ・フラ 斜里サークル主催

子ども陶芸体験会

アロハ

ロビー

コンサート

ALOHA LOBBY CONCERT

子どもたちの発想はユニークで大胆で
す。手で土を感じ、形をどんどん変えな

※新型コロナウイルス感染拡大防止

がら作る楽しさを味わってみませんか。

のため、イベントが延期となりまし

作品は「こども陶芸展 in びえい」に出

た。延期後の日程は、後日お知らせ

展することができます。

いたします。

1 回目で下作り、2 回目で完成する見込みですが、
1 回目で完成する人はいるでしょう。その場合 2 回目

ギター＆ウクレレ奏者の矢野敏広さんと、
ソロシン

の参加は自由で、別作品のチャレンジは大歓迎です！

ガーの百花さんをゲストに迎え、
「レイ ･アロハ ･フラ

□小学生の部 定員 15 人

斜里サークル」が踊るミニステージです。

1 回目 6 月 19 日（土） 9:00 〜 12:00

サークル会員の知り合いが百花さん、そのまた知り

2 回目 6 月 20 日（日）13:00 〜 15:00

合いが矢野敏広さん。人の縁と人の繋がりが華やかな

□中学生の部 定員 15 人

コンサートを実現します。
コロナ禍の中で、観る人には

1 回目 6 月 19 日（土）13:00 〜 16:00

元気を持ち帰ってほしいと願っています。

2 回目 6 月 20 日（日）15:00 〜 17:00
□場 所 ゆめホール知床 実習室 2
□参加費 1 回 500 円（材料費）

□日 時

6月25日
（金） 開場18:30

□場

ゆめホール知床

所

開演19:00

ホワイエ

□チケット 無料の入場整理券を配布します

□持ち物 汚れてもよい服装・手拭きタオル

限定 30枚 （6月1日から配布）

◆問合せ 「こども陶芸展 in びえい」斜里実行委員会

□取扱所

中村 二夫（28-2123）

ゆめホール知床

◆問合せ レイ・アロハ・フラ 斜里サークル

文化団体 の 暗中模索（３） 劇団「みずなら」

平賀 亜麗（090-5077-7978）

「劇団みずなら」は、ゆめホール知

ゆ）令和2年9月、ゆめホールで開催予定の「北海道演

床よりちょっと先輩（ゆめホールは

劇祭」はコロナのため中止となりましたが、その後

今年満23歳）で、発足から25年が経

の展望はいかがですか？
劇）道内の劇団は、経営的に無理でもなんとかやる都

ちます。ゆめホール知床開館の周年
記念公演「斜里町手づりシアター」

市圏と、安全を優先して活動を停止している地方

では無くてはならない存在で、劇団

に分かれているのが現状です。そのため、今年度

の協力がなければこれまで幕はあ

の演劇祭は無理という判断をしています。
ゆ）
「劇団みずなら」は、20歳代の団員が増え、2年前に

がらなかったと言っても過言ではあ

彼らが主役の「みっつの窓からこんにちは」を上演

りません。

しました。今こんな時期ですが、
どんな活動をして

ゆめホールで活動する人たちの

いますか？

中では、
「声」を出すサークルが大き

劇）昨年その若手たちが仕事上斜里を離れたこともあ

な影響を受けています。
「劇団みず
なら」の鹿野さんにコロナ禍で活動の様子を伺いました。

って、現在はほぼ劇団発足当時のメンバーに戻っ

ゆ）コロナの影響を受けて1年が経ちます。去年と今年

た感があります。今はゆめホールでの公演を目指
す状況で はないので、児童館でのミニ公演や、朗

では道内演劇界はどのように変わっていますか？

読劇、他の劇団と交流するZoomサロンなどを考え

劇）道内劇団はぼちぼちコロナ対策をしながら活動を

ています。

再開し、札幌、苫小牧の劇団が公演を行い、江別も

ゆ）気持ちがほっとするハートウォーミングな芝居が

これからというところです。いずれも公演は小規模
で、観客は予約制にならざるを得ず、経営的には

持ち味の「みずなら」
さん。劇団のぼりがゆめホー

厳しいようです。

ルに立つ日を応援しながら待っています。
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6

斜里町生涯学習カレンダー

2021

日
日

月

火
1

ウトロプール
オープン(ウプ)

6

7

8

水

木

2

3

14

20
20

21

27
27

28

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図/ 博/プ/ウプ)

4

5

11

12

18

19

25

26

土
土

休館日(パ)

9

10

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

13
13

金

休館日(パ)

15

16

17
休館日(パ)

22

23

24
休館日(パ)

29

小学生低学年向け
初心者水泳教室
(プ)

30

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）

ゆめホール事業No.180

ALOHA LOBBY CONCERT

〜アンサンブルグループ”奏楽”
による演奏動画とお話〜

6月25日
（金）
開場18:30 開演19:00
ゆめホール知床 ホワイエ
無料
※入場整理券（30枚限定）
を配布します
ゆめホール知床
レイ・アロハ・フラ 斜里サークル
平賀 亜麗（090-5077-7978）
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6月1日
（火）〜30日
（水）

小学生向けおすすめ本「は虫類と両生類」
中高生向けおすすめ本「世界の絶景を独り占め！」
働く大人サポート課「楽しむおしゃれと身だしなみ」
スポットライト
「身近ないきもの・虫特集」

■令和3年度

博物館

■日時 6月13日
（日）
■日時
開場14:00 開演14:30
■場所 ゆめホール知床 文化ホール
■場所
■料金 一般2,000円
■料金
高校生以下1,000円
（当日 各500円増、全席自由）
■取扱所 ゆめホール知床・図書館
■取扱所
ウトロ支所・尾張屋時計楽器店 ◆問合せ
◆問合せ ゆめホール知床（22-2222）

■今月の展示

図書館

しれとこ寄席

レイ・アロハ・フラ 斜里サークル

教科書展示会

6月11日
（金）〜25日
（金）

■国際博物館の日 記念展示
「海峡を越えたオホーツク土器」 5月16（日)〜30日
（日）
■ロビー展「骨のある展示」 6月19（土)〜7月18日
（日）

2021.06.01

お し ら せ

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/

「しれとこ寄席」公演中止のおしらせ
令和３年６月１３日
（日）にゆめホール知床で開催予定の「し
れとこ寄席」公演は、今般の新型コロナウイルス感染症拡大によ
る緊急事態宣言再発出等により、中止とさせて頂くことといたし
ました。
公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆さまには、大変
ご迷惑をお掛けいたしますが、今回の事情にご理解とご了承を
いただきますようお願い申し上げます。
なお、チケット代金の返金等に関しましては、次のとおりご案内
申し上げます。

チケットの払い戻しについて
■払い戻し期限

令和3年7月31日
（土）
まで

※期限がありますが、
コロナの状況をみながら、
各宣言等が出ていない落ち着いた時期にご
来館ください。

■払い戻し場所

ゆめホール知床

事務室

（９:００〜１７:００ 月曜休館）

※町内のプレイガイド（図書館・尾張屋時計楽器
店）
でご購入の方は、
ご足労をおかけしますが
ゆめホール知床へご来館ください。

■持参いただくもの

購入いただいた「しれとこ寄席」チケット

※払戻し期限が過ぎた場合は返金できません。
※チケット紛失の場合は返金できません。

◆お問い合わせ

ゆめホール知床（22-2222）
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