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「骨のある展示」
　動物の骨には、それぞれの種が進化してきた歴史や、その個体が過ごした歴史
が刻まれています。「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」などの様々な骨を展示予定です。

知床博物館ロビー展

期間：7 月17 日（土）～8 月29 日（日）
会場：交流記念館ホール（知床博物館となり）
観覧：無料

ウバザメの椎骨

エゾシカ大腿骨 ウバザメ

エゾシカ

　※先月号で案内していた開催期間が下記に変更になりました。



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

熱中症に注意！

　斜里町教育委員会では、コロナ禍において、子ども

の学びを確実に保障するため、町立学校で学習支援

や学びの環境づくりをサポートする「学習指導員」を

募集しています。

　□募集人員　2名

　□勤務場所

　　斜里中学校・知床ウトロ学校

　□勤務時間

　　月～金曜日　1日3時間まで（週 12 時間）

　□業務内容

　　・学校の授業時間における先生の補助

　　・読み聞かせやドリル学習時の補助

　　・放課後の補充学習の補助　　など

　□資　　格　特に必要ありません

　□報　　酬　時給 897円～ 1,119 円の間で年齢

　　　　　　　や職歴等に基づき決定

　□任用期間　令和 4年 3月末まで

　□募集期間　採用が決定次第、募集を終了します。

　◆問  合  せ　斜里町教育委員会　生涯学習課

　　　　　　　（26-8391）

学習指導員を募集しています！

感染症予防対策の徹底について

簡単「朝ごはん」レシピ
　朝ごはんは、午前中のエネルギー。一日を元気に過

ごすためには欠かせません。けれども、朝は何かと忙

しく朝ごはんを用意するのも大変…。そんな時に役立

つレシピを紹介します。

●チーズ納豆トースト

【材料】（2人分）

 ・食パン　　   　    2枚　　　　・ピザチーズ　　50g

 ・納豆　　　　　   2パック

【作り方】

①納豆に醤油・からし・ピザチーズを入れて混ぜる。

②食パンの上に①を平らにのせて、オーブン

　 トースターでチーズがとろけて、パンの

　 縁がカリッとなるまで焼けたら完成！

作ってみよう！
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　学校では、引き続き新型コロナウイルス感染症のリ
スクを可能な限り低減し教育活動を行ってまいります。
　保護者や地域の皆さまの、ご理解とご協力をお願い
します。
【学校の新しい生活様式】の主なポイント
○基本的な対策
　・手洗いをこまめに、丁寧に行う
　・マスクの着用（児童生徒及び教職員）
　・定期的な換気
　・手でよく触れる場所や教具を1日1回以上消毒
　・身体的距離を可能な限り確保
　・発熱などの風邪症状がある場合は、自宅で休養
○子どもたちへの感染症の学習
　新型コロナウイルス感染症について正しく理解し…
  ①自分から感染リスクを避けることができるよう指導
　  する
  ②差別や偏見のない適切な行動 をとることができる
　  よう指導する
　先日、町内の小学校においてノロウイルスの感染が
発生しました。ノロウイルスはアルコール消毒が効か
ないので、予防対策として、手洗いを徹底しましょう。

　だんだんと夏が近づき、気温が高くなっています。

感染症対策のために着用しているマスクにより、熱中

症になるリスクが高まる恐れがあります。新しい生活

様式を踏まえた熱中症対策として、次のことに気を付

けましょう。

　・人と十分な距離（2メートル以上）を確保し、適宜マ

　  スクをはずしましょう。

　・涼しい室内や日陰に入り、暑さを避けましょう。

　・のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしま

　  しょう。

　・エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。

　・適度な運動による体づくりで、

　  日頃から暑さに備えた体調管

　  理をしましょう。



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

7月の休館日：5、12、19、26日（月）

　戦後、テレビ・冷蔵庫・洗濯機が三種の神器と呼

ばれ、生活の豊かさの象徴でした。服や食事も西洋

風になっていき、それを特集する雑誌も多く発売さ

れました。今回は、そんな西洋風に変わってゆく食

や生活様式を特集た雑誌を展示します。雑誌を見な

がら、昭和に思いを馳せてみませんか？

　□期　間　7月6日（火）～8月31日（火）

　□場　所　本館受付前

　□観覧料　本展示のみの観覧は無料です。

博物館クイズラリー 

　写真から博物館に展示してある資料をさがして、

その名前にかくされているキーワードをあててもら

います。たとえば、エゾシカ、キレンジャク、トビ

ニタイ土器、コハク玉の写真から展示物を探して、

その名前から「エゾ〇カ」、「キ〇ンジャク」、「〇ビ

ニタイ土器」、「〇ハク玉」の〇に入る言葉をあてま

す（この場合のキーワードは「シレトコ」）。写真から

答えを探すので、宝探しのように遊びながら、学ぶ

ことができます。

　問題は、①低学年用（小学1年生～３年生）、②高学

年用（小学4年生～中学3年生）の2種類を用意しま

す。参加は１日に１回までです。クリアできなかっ

た場合は、翌日以降にもう一度チャレンジできます。

クイズをクリアした人には景品を用意しているの

で、ぜひご参加ください！

　□期　　間　8月1日（日）～8月15日（日）

　□参加方法　博物館本館の受付で申込み

　□対　　象　小学1年生～中学3年生まで

予告！クイズに答えて景品をゲットしよう！

雑誌から見る昭和のくらし
収蔵資料展示

　好評のため、移動展「北方民族の釣針」を7月11

日（日）まで延長します。まだ、展示をご覧になっ

ていない方やもう一度見たいという方は、ぜひご来

館ください。会場では、北方民族にとって重要な生

業である漁労を支えた道具の一つ、釣針を展示して

います。シベリアや極北、北アメリカで使用された

北方民族の釣針
移動展を7月11日（日）まで延長します！

釣針を展示し、北方民族の漁労の一部を紹介してい

ます。

　□期　間　7月11日（日）まで

　□場　所　交流記念館ホール

　□主　催　北海道立北方民族博物館

　□観覧料　本展示のみの観覧は無料です。

「若妻の年中行事」より

釣針

クイズラリーの様子
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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

2021.07.01

□期　間　6月22日 ( 火 ) ～ 7月31日 ( 土 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本

　背骨のある生き物の中で、ワニやカメ、トカ

ゲなどを「は虫類」、カエルなどを「両生類」

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

る図鑑などを展示します。

　「身近ないきもの・虫特集」
　あたたかくなり、そこかしこで見られるよう

になった虫たち。普段よく見かけるのに、意外

と知らないたくさんの虫の種類や生態など、調

べてみると面白いさまざまな虫の本を展示しま

す。

スポットライト

　「楽しむおしゃれと身だしなみ」
　外出できなくておしゃれに張り合いがないと

いう方へ、おうち時間の長い今だからこそファ

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

うスタイルを探すファッションや身だしなみに

ついての本を展示します。

働く大人サポート課

　「世界の絶景を独り占め！」
　世界中の絶景やお城など、将来海外旅行に行

ったら見てみたい景色を自宅でゆっくり楽しめ

る！　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。

中高生向けおすすめ本

夏休み！　読書を楽しもう！　オススメ本
　夏休みは、図書館でお気に入りの本を見つけて

みませんか？

　小学生から高校生までを対象にした、読書感想

文コンクールの課題図書や推薦図書「北海道青少

年のための200冊」のほか、図書館職員のおすす

め本を展示します。

　新しい本との出会いが、きっとあなたを待って

います。

□日　時　7月22日(木)～8月18日(水)

　　　　　※最終日は12：00まで

□場　所　図書館エントランス

　「は虫類と両生類」

夏休み特別展示

令和3年度　教科書展示会
　毎年多くの方に見ていただいている教科書展示

を今年も開催します。

　検定に合格した各出版社の小・中学校の教科書

を見比べることのできる貴重な機会です。ぜひ手

に取ってご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨

時休館に伴い、6月に実施予定だった展示会の開

催期間を変更したものになります。内容に変更は

ありません。

□期　間　6月25日(金)～

　　　　　7月9日(金)午前中まで

□場　所　図書館エントランス
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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　毎月第 3土曜日　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　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

夏休み図書館講座（工作）の
　　　　　　　　　　開催について
　毎年夏休みに開催する小学生向けの工作講座に

ついて、今年は8月1週目を予定しており、日程や

内容、参加募集に関しては7月中旬頃に図書館カウ

ンターや図書館ホームページ等でご案内する予定

です。

　ただし状況によっては開催しない場合や、参加

募集後に急きょ中止とする場合もございますので

ご了承ください。

中村　文則／著　朝日新聞出版

今月のオススメ新刊本 (文学)
『カード師』

　占いを信じていない占い

師、そして客を翻弄する違法

カジノのディーラーでもある

「僕」はある組織から依頼さ

れ、正体を隠して奇妙な資産

家の顧問占い師になるが…。

『朝日新聞』連載に加筆して

単行本化。(TRC『週刊新刊全点案内』より)

5月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■三上　眞紀　様 ( 峰浜 )

■保村　浩二　様 ( 本町 )

■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】

　○レッドネック／相場　英雄

　○死にたがりの君に贈る物語／綾崎　隼

　○あるヤグザの生涯／石原　慎太郎

　〇貴方のために綴る18の物語／岡崎　琢磨

　〇なぜ秀吉は／門井　慶喜

　〇星落ちて、なお／澤田　瞳子

　〇ミカンの味／チョ　ナムジュ

【実用書】

　〇命に<価格>をつけられるのか

　　　／ハワード　スティーヴン　フリードマン

　〇カラダにやさしいコンビニごはん100

　　　　　　　　　　　　　　　　／平澤　芳恵

　〇小さな野花の刺しゅう／マカベ　アリス

　〇桜の文化誌／コンスタンス　Ｌ.カーカー

　〇見えないスポーツ図鑑／伊藤　亜紗

　〇日本語とにらめっこ

　　　　　　　／モハメド　オマル　アブディン

【児童書】

　○しばわんこの和のおもてなし／川浦　良枝

　○けんだましょうぶ／にしひら　あかね

　〇いちご×ロック／黒川　裕子

【絵本】

　○ねむろんろん／こしだ　ミカ

　○しげちゃんのはつこい／室井　滋

　〇きたきつねとはるのいのち／手島　圭三郎

　今月のこども向けおはなし会「おはなしガー

デン」「おはなしの花ばたけ」について、新型コ
ロナウイルス感染症防止のため、7月中は開催を
中止します。
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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

　夏休み期間の利用について

プールで遊ぼう！「水中運動会」

　子どもたちに「身体を動かす楽しさ」「運動の楽

しさ」を伝えるとともにプールが気軽に楽しめる場

所だと知ってもらうため、海洋センタープールとウ

トロ地域水泳プールで「水中運動会」を実施します。

　泳ぐのが苦手な子も楽しく参加できるメニューを用

意していますので、気軽に参加してください。

　また、水難事故に遭い救助を待つ間に必要な背浮き

や、ペットボトルを使って浮く「ペットボトル浮き」

を行います。

　□日　時　①8月4日（水）10:00～11:30

　　　　　　②8月6日（金）10:00～11:30

　□場　所　①ウトロ地域水泳プール

　　　　　　②海洋センタープール

　□対　象　小学1年生～小学6年生まで

　□定　員　各15名 （1年生～6年生）

　□参加費　100円（保険料）

　□持ち物　水着・水泳キャップ・ゴーグル

　　　　　　バスタオル・くつ袋・飲み物

　　　　背浮き（昨年度のプールで遊ぼう！）　

　◆申込み　①ウトロ漁村センター （24-2711）　

　　問合せ　②ゆめホール知床　　 （22-2222）
　B&G海洋センタープール

□午前開放日程

　7月25日（日）～8月20日（金） 10:00～12:00

　※8月6日（金）は事業開催のため午前開放は利用

　　できません

□特別開館日　8月9日（月祝：山の日振替休日)　

□振替休館日　8月10日（火）

□そ　の　他　小学2年生以下の利用、中学生以下

　　　　　　　の夜間利用は、安全のため保護者が

　　　　　　　同伴してください。

◆問　合　せ　海洋センタープール（23-1775）

スポーツ指導スキルアップ講座

　少年団活動など地域スポーツ振興のために指導し

ている方、指導者を目指している方、スポーツに関

心がある方、またスポーツを行っている子どもの保

護者を対象に講座を開催します。

　講師は、昨年の講座で大変好評だった日本薬科大

学教授陸上競技部中田盛之監督をお招きします。

　中田監督はこれまで箱根駅伝本大会出場、関東イ

ンカレ優勝選手、世界選手権マラソン代表選手を指

導してきた実績を兼ね備えたベテラン指導者です。

　指導者としての心構え、現代の求められる指導者

像、子どもを相手にする際の注意点など指導技術の

向上、家庭でのサポートなどの正しい知識を習得し

ませんか。

　また、事前に講師から聞いてみたい事項を期日ま

でに提出いただければ、講師にお伝えしますので、

ぜひ質問をお寄せください。

　なお、参加者には行政ポイントが発行されます。

　□日　時　　8月6日（金）19:00～（90分程度）

　□場　所　　ゆめホール知床

　□講　師　　日本薬科大学 教授　陸上競技部

　　　　　　　監督　中田　盛之  氏

　□参加費　　無料　　　　　　　　　　100

　□申し込み　　「氏名・住所・電話番号、質問」

　　　　　　　を以下の方法でお知らせください。

　　　　(E-mail)　sh.taiiku@town.shari.hokkaido.jp 

　　　 （TEL）　  22-2222

　　　 （FAX）　 22-2220　

　　　 （グーグルフォーム　→）　　　　　　　

　□質問締切　7月24日（土）まで

　□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで100ポイントを付与

　◆主　催　　ゆめホール知床・斜里町スポーツ協会

　◆後　援　　斜里町合宿誘致実行委員会　

　　　　　　　斜里町スポーツ少年団本部会

　◆問合せ　　ゆめホール知床体育振興係　　　

　　　　　　　(22-2222）



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/

2021.07.01

７

←詳細はFacebookでも
　お知らせしています。

第２回 知床しゃり花火大会

　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　※不定休

　□場　所　しれとこくらぶ　ギャラリー知床八景

　□入場料　無料

　◆問合せ　しれとこくらぶ　砂山 裕子（23-1844）　

展示「DOTO Landscape」

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～」

知床自然センター

　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

真展を開催します。展示する写真は2020年にご遺

族より斜里町に寄贈いただいたもので、今回はそれ

らの中から十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

られた写真をぜひご覧ください。

【窪田 正克 プロフィール】

　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

　

生息する野生生物、自然風景を撮影。2000年に知

床、ヒグマ等一連の作家活動に対して「東川賞特別

賞」を受賞。

　□期　間　９月12日（日）まで

　□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）

←詳細はFacebookでも
　お知らせしています。

知床の動植物が織り成す、様々な風景が色
鮮やかに表現されています。

　昨年、サプライズ打ち上げを行い、好評だった花

火大会を今年も行います。コロナウイルスの影響も

あり、町内がメランコリックな状態ですが、このイ

ベントが皆さんのひと夏の思い出となり、町が明

るく元気になるよう想いを込めながら、準備を行っ

ています。是非ご覧ください！

　□日　時　7月31日（土）19：00から

　□観　覧　陸上競技場方面より打ち上げます。　

　　　　　　各自感染予防対策を実施しながらの　

　　　　　　観覧をお願いします。

　□入場規制　以下の方面へは、終日花火の観覧のた

　　　　　　めの入場や、通常利用ができません。

　　　　　　○陸上競技場　　○パークゴルフ場

　　　　　　○テニスコート　○野球場

　□その他　○雨天時は翌日に延期します。

　　　　　　○屋台等のイベントは行いません。

　◆問合せ　知床しゃり花火大会実行委員会　

　　　　　　松本　寛（090-7518-0164）

　　　　　　　　　



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/
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文化団体 の 暗中模索（４）　斜里町芸術文化事業協会

　斜里町芸術文化事業協会（以下「芸文」）は平成11年

に設立し、今でも町外から問合せを受ける斜里町独自

の特徴的な仕組みと役割があります。

　（「芸文」の制度について右の9ページをご覧ください）

　コロナの前は、年度の始めにその1年間に予定され

る公演を把握し、助成する金額の「心づもり」をしてい

ました。しかし昨年度から公演は激減しました。今の芸

文の状況など、事務局の午来さんに話を伺いました。

ゆ） 芸文は今年度の総会を終えたばかりですね。
芸） 今年度、長い間お世話になった理事が退任し、新
       しいメンバーを迎えました。若い人に活躍してもら

       い、人脈を通して芸文の仕組み活用してもらいた

       いと思っています。

ゆ） 今年度、公演予定はありますか？
芸） 今はありません。申請は3カ月前までとなっていま
       すが、コロナ禍では何カ月も先の公演企画は躊躇

       してしまいます。3カ月を切っていても支援の検討

       はしたいと思っているので、遠慮なく相談してほし

       いです。

芸） 私たちはいかに公演をやってもらうか、町の人た
       ちのための支援なのでいつも応援の気持ちでい

       ます。

ゆ） ゆめホールのコロナ対応公演基準（客席1/2使用）
       をワクチン接種後も継続するか、ゆめホールも協      

       議していますが、芸文は支援基準や対象公演の見

       直しの考えはありますか？

芸） 今後はオンラインの活用について検討が必要に
       なるのと思います。最優先されるのは町民です。

       オンライン配信を町民が楽しめるか、遠くの人がオ

       ンライン配信のチケットを買って観てくれるからと

       いって、町民が観られなければ意味がないと思い

       ます。またその逆で、遠方の公演チケットを買った

       人が、パブリックビューイング式でゆめホールに集

       まって観ることも可能なのか、またオンラインコン

       テストもできるのかなど、検討は多岐にわたります。

芸) 今年度、町のアクションプランにそって支援対象経
       費から食糧費を削除しました。町の予算を有効に

       使っていただくため、芸文の立場として止むを得な

       いと判断したところであり、厳しい予算の中で事業

       を実施する団体には頭が下がる思いです。

芸） 芸文は自ら公演を主催する団体ではありませんが、
       予算に余裕がある場合は主体となって公演を行う    

       場合もあります。希望する公演等がありましたら、

       近くの芸文理事さんにお伝えください。

　ギター奏者の森山恵理夫さんと、ソロシンガーの百
花さんをゲストに迎えた、「レイ･アロハ･フラ斜里サー
クル」によるミニステージです。先月6月に予定してい
ましたが、感染症拡大のため延期し、あらためて計画
しました。
　ハワイ語でHura（フラ）は「踊り」の意味で、文字の文
化をもたなかったハワイの人々は、後世に残したい歴
史や大切なこと、物語をフラによって伝えてきました。
　「レイ・アロハ・フラ斜里サークル」の皆さんは、ゲス

ALOHA  LOBBY  CONCERT

レイ・アロハ・フラ 斜里サークル主催
アロハ　　　      ロビー                   コンサート

トの生演奏にあわせて、この時代に感じる思いを込め
て踊ります。
　会場では感染症対策に協力をお願いし、観客人数も
制限して行います。
　□日　時　7月25日（日）　開場18:30　開演19:00
　□場　所　ゆめホール知床　ホワイエ
　□チケット　無料の入場整理券を配布します
　　　　　    限定 30枚　（7月1日から配布）
　□取扱所　ゆめホール知床
　◆問合せ　レイ・アロハ・フラ 斜里
　　　　　　サークル　平賀 亜麗 
　　　　　　（090-5077-7978）
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町民による発表会 ①（既存組織中心の事業）

町民による発表会 ②
（実行委員会による公募創作的な事業）

プロ等招へい公演
（既存組織や実行委員会による招へい公演）

事業費の1/2以内の額
上限100万円

事業費の1/2以内の額
上限150万円

事業費の1/2以内の額
上限300万円

① 有料であること
② チケット収入の1/2以上の　
　 自己資金があること
③ 営利目的ではないこと。
     収益が出た場合は収益の
     1/2を本協会へ寄付（返還）
     すること

区　　　分 限　度　額 基　　準

１

２

３

【 支 援 基 準 】

１　支援決定公演等事業が、やむを得ない事由により中止になった場合は、公演等中止にかかる保険

　　（以下「公演中止保険」という。）に加入していない場合について、要した事業費の7割分の支援を

　　限度とする。また公演中止保険に加入している場合は支援しないものとする。

２　プロ招へい公演を予定しているすべての支援申請団体は、やむを得ない事由による公演中止に

　　関して、相手方との明確な取り決めを行うものとする。

「斜里げいぶん」の公演費用支援制度

す。公演実施予定日の 3 カ月前（最短で 2 カ月前）ま

でに申請をしてください。

　プロを招いて公演をしたい、団体やサークルで発

表会をしたいと考えたときにその資金は大きな課題

です。「斜里げいぶん」は支援基準に応じて公演費

用を助成することで、町の皆さんの文化活動や発表

の機会を応援し、舞台の鑑賞機会が広がることを

願っています。

　◆問合せ・申請先　斜里町芸術文化事業協会　　

　　事務局長　午来準一 （090-7651-0898）

　斜里町芸術文化事業協会（以下「斜里げいぶん」）は、

斜里町の文化・芸術活動の振興発展のため、町民に

よる舞台発表活動を支援するとともに、舞台鑑賞機

会を拡充することを目的に、平成 11 年に設立され

ました。

　斜里げいぶんは、斜里町からの助成金と、支援事

業からの収益寄付金等を原資として、申請があった

公演事業を審査し、基準に適合していれば支援・助

成をします。

　主催者は申請後、審査を経て支援金の認定を受けま

メモリー展斜里・子ども芸術フェスティバル 昨年の第19回で
　　　終了しました

　第2回子ども芸術フェスティバルの記録集に、当時の

実行委員長 小西修一さんの言葉が残っています。

　「大人は今はたくさんの知恵と力をもった、かつての

子どもです。大人が遊びに夢中になって、子どもたちを

遊びの世界にいざなうことが大切です。人類の財産で

ある芸術の力を借りて、大人たちや子どもたちの心に

「たくましさ」と「しなやかさ」を届けましょう」 と。

　実行委員だけでなく、その回ごとにたくさんの協力

者のおかげで19回まで続けることができました。

　皆さんありがとうございました。

 　「芸フェス」で遊んだ子どもたちが親の世代になって

います。遊びの心をいつまでも。

　　（斜里･子ども芸術フェスティバル実行委員会）

　「斜里･子ども芸術フェスティ

バル」のポスターは、その回ごと

のテーマを可愛らしく夢いっぱ

いの絵で表現した素敵なもので

した。絵はその都度、実行委員の

砂川裕子さんが描き、フェスティ

バルの「顔」となってきました。

　メモリー展では、ポスターの

原画を飾るほか、19回のフェスティバルを写真で振り

返ります。

　□期　間　7月1日（木）から

　□場　所　ゆめホール知床　事務室前廊下

　◆問合せ　斜里･子ども芸術フェスティバル実行委員会

　　　　　　事務局 ゆめホール知床（22-2222）

【備考】

第3回 ポスター原画



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～ALOHA LOBBY CONCERT

■日時   7月25日（日）
　　　　開場18:30 開演19:00
■場所　ゆめホール知床 ホワイエ
■料金　無料
　　　　※入場整理券（30枚限定）
■取扱所　ゆめホール知床
◆問合せ　レイ・アロハ・フラ 斜里サークル
　　　　平賀 亜麗（090-5077-7978）

ゆめホール知床　9:00～17:00　月曜休館　（22-2222）
レイ・アロハ・フラ 斜里サークル ■今月の展示　7月31日（土）まで

　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　教科書展示会　7月9日（金）午前中まで
■夏休み特別展示「夏休み！読書を楽しもう！オススメ本」7月22日（木）～8月18日（水）午前中まで

　６月上旬に配布されました「令和３年度　生涯学習・活動情報（ピンクの紙）」について、掲載内
容に誤りがありました。以下の通り訂正し、お詫びいたします。
□斜里ヘルスアップ・ヨガサークル
　【誤】　塩野芳江（23-4338）　顔ヨガで印象度アップ、にこにこ笑顔ですこやかに！
　【正】　狩野繁子（23-3622）　毎週（火）19時 体の歪み予防、ダイエット、筋力アップ、顔ヨガ等

■収蔵資料展示「雑誌から見る昭和のくらし」　

　　　　　　　　　　　　　　　7月6日（火）～8月31日（火）

■北方民族博物館移動展「北方民族の釣針」　7月11日（日)まで

■ロビー展「骨のある展示」　7月17日（土)～8月29日（日）

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

図
書
館

訂
正
の
お
知
ら
せ

博
物
館

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)

休館日

休館日(パ)

休館日(パ)

休館日(パ)

休館日(パ)

海の日 スポーツの日

休館日(パ)
(ゆ/図/ 博/プ/ウプ)

夏休み午前開放
開始(プ)

運動会(朝小)

ウトロスポーツ
フェス(ウ)
※運動会

夏休み開始
8/18まで
(斜小/朝小/斜中)

夏休み開始
8/15まで
(ウ)

運動会(斜中)

体育参観日(斜小)
※運動会

体育参観日(斜小)
※運動会

体育参観日(斜小)
※運動会

※今後のコロナウイルス感染拡大状況により、日程に変更・中止が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

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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