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斜里町教育委員会

今年も成年層向けスポーツ連続講座が始まります！
ビキン

Let’s BEKIN! 〔美筋〕 Vol.3 ～さあ、美しい体を作りましょう～
今年も人気講座「レッツビキン！」を実施します。「レッツビキン！」は、講座の初回と最終回に身体・体
力測定を行い、専門講師による効果的な有酸素運動や筋トレ等のメニューを一定期間実施した効果を確認して
もらう連続講座です。これまで開催した令和元年度、二年度では最終回の運動数値が向上しており、参加者の
皆さんは改めて日頃の運動の大切さを実感していました。
また、参加者が講座終了後、自発的に立ち上げた運動サークル「BEGIN（ビギン）」は現在も定期的に継続
活動しています。
「レッツビキン！」は、多様なライフスタイルや仕事・子育てに追われ、運動を行う機会に恵まれない、運
動不足になりがちな一般成年層を対象とし、特にお腹周りが気になる人や、体力向上を意識しているけど、実
際に運動・トレーニングを実践できていない人のために運動のきっかけづくり、習慣化を行います。
ひとりではなかなか踏み出せない継続した運動。ぜひこの講座に参加して体力アップや引き締まった体づく
り、生活習慣病予防など、健康増進に取り組んでみませんか。
□実施期間

9月〜11月の火曜日 19：00〜 20：30

全10回

〈9月〉14日・21日・28日 〈10月〉5日・12日・19日・26日 〈11月〉16日・23日・30日
□会

場

ゆめホール知床 公民館ホール

□定 員

25名

□対象者

町内に住む一般成年男女（18歳〜65歳）
※初回（9月14日）、最終回（11月30日）の身体測定に必ず参加できる方

□講

師

橋本 由香 氏（日本フィットネス協会認定フィットネスインストラクター）

□内

容

①身体測定、体力測定 及び運動実技（初回及び最終回）

ストレッチ

・第1回（9月14日） ・第10回（11月30日）
〈測定項目〉身長、体重、体脂肪率、腹囲、上体起こし、垂直跳び、長座体前屈、片足立ち測定
②運動実技（全10回） 〈実施内容〉
・第1回〜 3回 ストレッチ、腹筋強化、エアロビクス
・第4回〜 6回

筋トレ、エアロビクス、ボール・チューブトレーニング

・第7回〜10回

体幹強化、筋トレ、エアロビクス

※内容については、変更の場合があります。
□参加料

ひとり400円（保険料）全10回分

□持ち物等

運動靴、運動できる服装（ジャージ等）、飲み物（水分補給のため）、
ヨガマット

腹筋強化メニュー

※ヨガマットを持っていない人は若干数ですが、
レンタルできますのでご相談ください。
□募集期間

8月18日
（水）9時00分から9月8日
（水）17時30分まで

□その他

当講座に参加すると１回につき
「行政ポイント」が50ｐ付与されます。

□後

公益財団法人 北海道健康づくり財団

援

◆問合せ・申込み
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ゆめホール知床（22-2222）
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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

インターネットを正しく使うために
夏休みが始まり、子どもがインターネットなどを利用
する機会が増える時期です。携帯電話やパソコンはとて
も便利なものですが、その一方でインターネットサイト
の仕組みや特性などについて十分に理解していないこ
とから、
トラブルや犯罪に巻き込まれたり、気づかないう

規則正しい生活をしましょう！
規則正しい生活リズムは、身体面・精神面の両方
で体を健康にします。代謝が上がり、
脳が働きやすくなり、勉強や運動など
様々な行動に良い影響を与えます。
逆に生活リズムが乱れていると、身体面・精神面

ちに加害者になってしまったりすることがあります。親子

の両方で体を不健康にします。脳が働か

で話し合い、サイトの危険性をしっかり学んで、
こうした

なくなり、イライラしやすくなったり、

ネットトラブルや犯罪に遭わないようにしましょう。

うになります。
生活リズムは、「早寝・早起き・朝ごはん」やち

■家庭内でのルールづくり
子どものインターネット使用状況をふまえて、携帯電
話やパソコンの利用について親子で話し
合い、家庭内でルールを作りましょう。
◆自宅では居間で使う
◆食事中や深夜には使用しない

ネガティブなことばかり考えてしまうよ

など

■フィルタリングの設定と適切なインターネット利用
子どもの携帯電話にフィルタリングを設定して、見せ
るのが好ましくない有害サイトへの接続を制限すると

ょっとした運動で整えることができます。新型コロ
ナウイルスの影響で家にこもりがちな
今だからこそ、自分の生活リズムを見
直して、日常的に取り組めることから
始めてみませんか？

職員を募集しています！
斜里町教育委員会では、学校で働く教育活動支援

ともに、SNSや無料通話アプリ等

講師（会計年度任用職員）
を下記のとおり募集してい

への不適切な書き込みをしない

ます。

ように注意しましょう。
◆フィルタリングサービスは各携帯電話会社へ

□募集人員

1名

□勤務場所及び時間
斜里中学校

■家族の会話で子どもの様子を把握
「ネット上のいじめ」やネットトラブルの早期発見・早
期対応のために、
日ごろから家族での

8：00 〜 16：30（休憩 60 分）

□業務内容
少人数指導、個別に応じた教育支援活動
□資格・条件

会話を心がけるなど、子どもの様子を

教員免許または塾講師と同等の能力、経験をお

把握するよう努めましょう。

持ちの方

◆日常の家族での会話を大切にする
◆兄弟や子どもの友だちと話す など

□報

酬

1,201 円 / 時間給
□募集期間

一度でもインターネット上に出てしまった情報は、完
全に削除できない場合が多いので、名前・電話番号など
個人を特定できる情報は不用意に書き込んだりしない
ようにしましょう。

採用され次第、
募集を終了します。
◆問合せ

斜里町教育委員会
電話 0152-26-8391

生涯学習課

2021.08.01
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
小・中学生限定！

展示しています。この機会にぜひご覧ください。

夏の星空観察会
南の夜空には天の川をはじめとして、さそり座や

□場

所

本館前庭集合

所

交流記念館ホール
本展示のみの観覧は無料です。

今年も夏休みのクイズラリーを開催します！クイ
ズ用紙にある写真から、博物館にある展示資料を探

□参加料

無料

□対

小学生〜中学生（定員 5 名）

象

□場

博物館クイズラリー

ある木星、輪を持つ土星を観察してみましょう。
8 月 3 日（火）19:30~20:30（悪天順延）

〜8 月 29 日（日）

クイズに答えて景品をゲットしよう！

多くの赤いガスの星雲を持つ、いて座や、縞模様が
時

間

□観覧料

いて座が輝き、頭上には夏の大三角形が現れます。

□日

□期

し、その名前に隠されているキーワードを当てても
らいます。写真から答えを探すので、宝探しのよう

※当日は博物館キッズと一緒に参加していただき

に遊びながら知床の自然や歴史、暮らしについて学

ます。小学生の子は保護者の方が送迎をお願い

ぶことができます。

します。

□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

小学生〜中学生

象

さそり座

ロビー展

骨のある展示
クイズラリーの様子

収蔵資料展示

雑誌から見る昭和のくらし
戦後、テレビ・冷蔵庫・洗濯機が三種の神器と呼

ばれ、生活の豊かさを示す象徴でした。また、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り

エゾシカの大腿骨

ゆく食や生活様式を特集した雑誌を展示します。

動物の骨には、それぞれの種が進化してきた歴史

□期

間

〜8 月 31 日（火）

や、その個体が過ごした歴史が刻まれています。本

□場

所

本館受付前

展示では、知床周辺で採集された動物の骨を展示し

□観覧料

ます。「ろっ骨背比べ」、「やわらかい骨と硬い骨」、

本展示のみの観覧は無料です。

8 月の休館日：2、16、23、30日（月）

「飛ぶための骨」、「泳ぐための骨」などの様々な骨を
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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

夏休み！ 読書を楽しもう！
オススメ本展示

□期

夏休みは、図書館でお気に入りの本を見つけて

「ゾクゾクこわ〜い? !
おばけのはなし」

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

かわいいおばけにこわ〜いおばけ、読むとゾ

年のための200冊」のほか、図書館職員のおすす

クゾク涼しくなる ? !

め本を展示します。

おばけが出てくる読み物や

新しい本との出会いが、きっとあなたを待って

絵本を展示します。

います。
時

8 月 1 日 ( 日 ) 〜 8 月 31 日 ( 火 )

小学生向けおすすめ本

みませんか?

□日

間

8月18日(水)まで
※最終日は12:00まで

□場

所

図書館エントランス

中高生向けおすすめ本

「背筋がゾクッ！ 怖い本」
怪奇現象や猟奇的な事件……。様々なジャン

夏休み特別イベント

ルの、背筋がゾクッとする怖い本を集めました。

かくれほん太をさがせ！ 2021

怖いけど読みたい、やめられない !

図書館の中に隠された、図書館キャラクター・

そんな自

分好みの怖さを見つけてみてください。

斜里ほん太を全部見つけよう!
いつもは見ない本棚のところなど、図書館のす
みずみを探検しながら遊べる館内周遊型イベント
です。館内に隠されたほん太のイラストを30分以

働く大人サポート課

「心の中をのぞいてみれば」

内にすべて見つけられた人には、図書館オリジナ
ルのしおりをプレゼント!

内気、怒りっぽい、流されやすいなど、自分

参加したい方は期間中、図書館カウンターへお

の心に振り回されていませんか ?

申し出ください。
□期

間

8月1日(日)〜8月18日(水)

□受

付

期間中10:00〜19:00まで

□会

場

図書館内

□対

象

幼児〜一般

様々なタイ

プ別に感情や性質を理解して、自分の内面と向
き合うためのヒントになる本について、心理学
関係の本を中心に展示します。

スポットライト

「キャンプと外遊び」
最近、人気上昇中のキャンプやベランピング。
はじめての人のための入門書からキャンプ場ガ
イド、キャンプで作りたいレシピ本など、一人
でも親子でも楽しめるキャンプ関連の本を展示
します。
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調べもののお手伝い

新刊書案内

「レファレンス・サービス」
を
ご利用ください

職員のおすすめ、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。

「シカの生態について調べたい」「七夕飾りの

【文学】
○緊急事態下の物語／尾崎
〇光をえがく人／一色

折り紙の折り方が知りたい」など、日頃の様々な

世界観

知りたい気持ちを解決するお手伝い、それが「レ

さゆり

〇ボーンヤードは語らない／市川
〇還らざる聖域／樋口

ファレンス・サービス」です。図書館の職員が、

憂人

参考になる本の紹介や、情報を探すお手伝いをし

明雄

〇世阿弥最後の花／藤沢
〇まりも日記／真梨

ます。

周

図書館カウンターやお電話(23-3311)にて、お気

幸子

〇キリギリスのしあわせ／トーン

軽にご相談ください。

テレヘン

【実用書】
〇哲学の女王たち／レベッカ

バクストン

〇イギリス1960年代／小関
〇高校一冊目の参考書／船登
〇植物のいのち／田中

こども向けおはなし会

隆

「おはなしガーデン」

惟希

修

毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな

〇かぎ針で編む子どものおままごとTOY

し

／アップルミンツ
〇動物は「物」ではありません!／杉本

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。

彩

□日

時

8 月 5 日、12 日、19 日、26 日

〇いつでも君のそばにいる

毎週木曜日

／リト＠葉っぱ切り絵
【児童書】
○みゆは落とし物名たんてい!／花田
○ベランダに手をふって／葉山

□場

所

図書館おはなしの木

□主

催

ボランティアサークル

しゅー子

おはなし しゃぼん玉

エミ

〇そのときがくるくる／すず

10:30 〜 11:30

※都合により急きょお休みする可能性があります。

きみえ

【絵本】
○ちゃわんちゃんです。／とよた
○あんなにあんなに／ヨシタケ

かずひこ

こども向けおはなし会

シンスケ

〇もりの100かいだてのいえ／いわい

「おはなしの花ばたけ」

としお

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。

今月のオススメ新刊本 (実用書)

『方向音痴って、なおるんですか?』
吉玉

サキ／著

交通新聞社

□日

時

8 月 21 日 ( 土 )

10:30 〜 11:00

□場

所

図書館おはなしの木

※都合により急きょお休みする可能性があります。

迷わないためのコツを伝授し
てもらったり、地図の読み方を
学んでみたり、地形に注目する

お礼

楽しさを教わったり…。方向音
痴の克服を目指して悪戦苦闘し

6月の寄贈

た軌跡を綴る。Web『さんたつ

本・資料の寄贈ありがとうございました。

by散歩の達人』連載を改題し加

■保村 浩二 様 ( 本町 )

筆修正。(TRC『週刊新刊全点案内』より)

■匿名希望の皆様
5

2021.08.01
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

「おはようランニング」がスタートします

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

今年度のおはようランニングも昨年度と同じゆ

ている方、指導者を目指している方、スポーツに関

めホールをスタート・ゴール地点とし、陸上競技

心がある方、またスポーツを行っている子どもの保

場方面に向かい、折り返すコースになります。

護者を対象に講座を開催します。指導者としての心

また、新型コロナウイルス感染症対策により、

構え、現代の求められる指導者像、子どもを相手に

スタート・ゴール時の密を避けるため、今回もタ

する際の注意点など指導技術の向上、家庭でのサ

イム計測を行いませんので、予めご了承くださ

ポートなどの正しい知識を習得しませんか。

い。

なお、参加者には行政ポイントが発行されます。

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）

□日

□場

所

ゆめホール知床

□講

師

日本薬科大学 教授
監督

中田

時

8月28日（土）〜 10月2日（土）
毎週土曜日全6回

※雨天中止

受付6:10／スタート6:30

陸上競技部
□場

盛之 氏

所

ゆめホール正面玄関前集合

□コース

①1.5kmコース

□参加費

無料

□申し込み

「氏名・住所・電話番号」を以下

ゆめホール→博物館前→球場

の方法でお知らせください

→折り返し→ゆめホール
②2.5kmコース

（E-mail）sh.taiiku@town.shari.hokkaido.jp
（TEL）22-2222

ゆめホール→博物館前→球場

（FAX）22-2220

→陸上競技場ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ1周

（グーグルフォーム）

→ゆめホール

100

□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで100ポイントを付与

□参加費

100円（全6回分・保険料を含む）

□その他

講師への質問は7月で締切りました

□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで50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

□申し込み

当日参加費と一緒に受付けます

◆後

援

斜里町合宿誘致実行委員会

◆問合せ

ゆめホール知床（22-2222）

斜里町スポーツ少年団本部会
◆問合せ

ゆめホール知床

B&G海洋センタープール

(22-2222）

夏休み期間の利用について
日本薬科大学陸上競技部・芝浦工業大学陸上競技部

□午前開放日程

大学陸上競技部が合宿入りします

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

箱根駅伝出場を目指す日本薬科大学陸上競技部

利用できません

（中田盛之監督）と芝浦工業大学陸上競技部（前田
直樹監督）が今年も斜里町に合宿入りします。
斜里合宿で予選会を突破する体力と精神力をさら
に鍛えます。皆さんのあたたかい声援をお願いします。
□期

□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

小学2年生以下の利用、中学

の

他

生以下の夜間利用は、安全のた

間

め保護者が同伴してください。

〈日本薬科大学〉8月5日（木）〜 8月16日（月）

◆問

〈芝浦工業大学〉8月17日（火）〜 9月8日（水）
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合

せ

海洋センタープール（23-1775）
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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/

まちかど情報
知床しゃりマッチングパーティー

https://shiretoko.co/ssmp/

自然の中で様々な体験を通じて、素敵なご縁を見
つけるマッチングパーティーを行います。専門アド
バイザーがサポートの上、ノンアルコールで楽しむ
日帰りイベントになっていますので、お気軽にご参

第27回 根北線殉難者・受難者追悼集会

加ください！
□日

時

昭和初期に根北線（根室〜斜里）開通のために、
『タ

9月5日（日）10：00から
町内（参加者に個別に連絡します）

コ部屋労働』
と言われる過酷な労働を強いられた多く

□対象年齢

25〜45歳の方

の方々を追悼する集会です。

□人

数

男女各10名

□参加費

男性7,000円

□申し込み

右上のURL、またはQRコードにアクセ

□場

所

女性3,000円

催

◆問合せ

□場

越川橋梁前（現地集合）

所

センターで学習会。
◆問合せ

斜里青年会議所・斜里町商工会青年部

知床の歴史を語る会
森

info@shari-jc.com
斜里青年会議所

8月8日
（日） 9:30〜12:00

※雨天時および集会後は、越川地区農村集落

スしてください。
□主

□日 時

亮一

職場（44-0779）
自宅（43-1178）

阿部大介

旧役場庁舎
初めての試みです！
『葦の芸術原野祭』8/14（土）〜8/29（日）in（旧図書館）
『葦の芸術原野祭』は斜里町内外の有志による展覧会です。写真や立体作品の展示をはじめ、
舞台・音楽の公演、皆さんから募集した思い出を展示する参加型プロジェクトを開催します。皆さん
が持つ斜里の様々な記憶と新しい芸術表現の出会い。それらが交流する、新しい芸術の形を楽しんでみませんか？
バストリオ公演『黒と白と幽霊たち』
8月14日
（土） 18:30〜19:30
8月15日
（日） 13:30〜14:30,18:30〜19:30
8月16日
（月） 18:30〜19:30

※斜里げいぶん支援事業

松本一哉コンサート
『独白と番』
8月17日
（火）
8月18日
（水）
8月19日
（木）
8月20日
（金）
8月21日
（土）
8月22日
（日）

18:30〜19:30
18:30〜19:30
18:30〜19:30
18:30〜19:30
13:30〜14:30,18:30〜19:30
13:30〜14:30,18:30〜19:30
※斜里げいぶん支援事業

※公演・ライブは有料です。
一般 2,000円
中学生以下 1,000円
未就学児 無料

【みんなのおもいで、募集中！】
会期中、空いた本棚に展示させ
ていただける「おもいでの品」を
参加型企画
募集しています。見せたいもの、な
『おもいでうろうろ
んとなく捨てられないもの、思い
プロジェクト』
出深い物語があるものなど、会場
会期中毎日
にお持ちいただければ、ジャンル
10:00〜17:00
問わず展示します。みなさんの参
加をお待ちしています！
企画展示
『北の個体群』
会期中毎日
10:00〜17:00

販売情報はP10「チケット取
り扱い情報」をご覧ください

□主 催
◆問合せ

葦の芸術原野祭実行委員会
葦の芸術原野祭実行委員会

□公
代表

【旧役場庁舎へ集合！】
会場は、
しれとこ資料館・旧図書
館として斜里の人々に親しまれて
きた旧役場庁舎（斜里警察署隣）
です。 役場庁舎や図書館時代に
関する思い出話がある方も大歓
迎です！

↑『おもいでうろうろ
プロジェクト』の棚

↑詳細や続報を随時
発信しています。

演 斜里町芸術文化事業協会・斜里町としょかん友の会
川村喜一 ashigei.art.fes@gmail.com
７
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ゆめホール情報
ソレイユ

ブラン

ウィズ

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/
ゆめホール事業No.181

ストリングス

Soleil Blanc with Strings 〜アコースティック＆エレクトリック楽器による新しいポップス
Soleil Blanc（ソレイユ ブラン）は、尾崎亜希子（AKI／
ヴァイオリン）
と、山田千波（Chinami／エレクトーン）の
2人によるユニット。
クラシック楽器と電子楽器を組み
合わせ、新感覚なポップミュージックを届けます。
一方、Strings（ストリングス）は、弦楽六重奏（ヴァイ
オリン4人、ビオラ1人、チェロ1人）
でクラシックの名曲

Soleil Blanc／AKI（ヴァイオリン）
・Chinami（エレクトーン）

を演奏。Soleil Blancとの華やかなステージは必見です。
□日 時

9月24日
（金） 開場18:00

□場

ゆめホール知床

所

□チケット取扱所

開演18:30

図書館・尾張屋時計楽器店

文化ホール
□チケット発売

【客席1席空け・全席指定】
□料

金

ゆめホール知床・ウトロ支所

◆問合せ

一般2,000円 高校生以下1,000円

8月6日
（金）から

ゆめホール知床 （22-2222）

文化団体 の 暗中模索（５） 知床流氷太鼓
ゆ）今の目標は？

例年、町内外のイベントに引っ張りだこの「知床流氷

小）町民文化祭ですね。他に依頼があればいつでも出

太鼓」
ですが、
コロナの影響でイベントの中止が相次

られるようにスタンバイしています。

ぎ、出演オファーもなくなってしまいました。

ゆ）オリジナル曲「希望（のぞみ）」を、子どもたちが叩く

ゆめホールでの活動が再開した7月上旬、練習にお
邪魔したところ、子どもたちが息を切らしながら練習。

のは初めて見ました。かっこ良すぎです。子どもた

そこで代表の小澤さんに話を伺いました。

ちに期待することは何ですか？

ゆ）体慣らしのアップとは思えない厳しさですね。10分

小）今じゃなく、3年後くらいに花が咲くことですね。体

間叩きっぱなしはきついでしょう。腰を落とした構え

が大きくなり、音の大きさもキレも良くなりますか

足も腕もビンビンに張りそうですね。

ら。もっと上手くなりますよ。

小）そうです、きついですよ。
まだまだリズムや音が安
定しないので、
この基本練習が大事なんです。
ゆ）文化連盟加盟の単位会が行う
「育てる事業」
で、知
床流氷太鼓体験会に参加した子が、その後もずっ
とを続けているそうですね。
小）6年生の時に参加した子が今中学3年生。小学3年
生の時参加して中学1年になった子がいます。
以前は中学生から受入れていましたが、
「育てる事

「希望（のぞみ）」の演奏で、センターポジションに憧

業」
で小学3年生以上を対象にしたことが、良い結果

れ目標にする子どもたち。
「本番」
でお客さんの前で叩

になっています。昔の高校生は部活が終わってから

く緊張、快感、達成感を味わったら、
ますます上達する

でも、夜の練習に来ていましたが、今は体力がない

に違いありません。彼らの初舞台には大きな拍手を！

のかそういう子は少ないです。小学生のうちから、体

小澤さんから
「見学や体験は、いつでも大歓迎です」

力や気持ちに合わせ育てています。

と熱いコールです。太鼓の響き体で感じてみてください。
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令和 3 年度「しゃりマイプラン・マイスタディ事業」制度を
グループの学びに活用してみませんか
「しゃりマイプラン・マイスタディ事業」制度は、生涯

【令和2年度 活用実績】

学習の推進を目的として、町の皆さんでつくる団体や

事業名 ／ グループ名

サークルの勉強会や学習活動の講師料の一部を助成
するものです。
対新型コロナウィルスの影響で、直接集まり対面で
学ぶことは控える傾向がありますが、オンラインを活用
した学び、コロナ禍だからこそ見えた学びのかたちが
生まれています。ぜひ活用してください。
予算には限りがあります。活用を検討する場合は、ゆ

①

パーソナルカラー診断体験講座
／和を楽しむ会

②

クラフトビールってなんだ？ 斜里産ビールで学んで乾杯
／知床なぜなにゼミナール実行委員会

③

組織運営セミナー 並びに 青年団体交流会
／斜里青年会議所

④

ワークショップ「流氷の記憶」
／アーティスト・イン・シリエトク

めホール知床に相談してください。
【手続きの流れ】
○実施3週間前までに提出を願うもの
→計画書、必要書類
（名簿、団体･サークルの規約、チラシなど）
○助成可否審査→結果通知
○事業後報告書提出
【助成金額】
（ 講師の居住地・金額は限度額）

クラフトビールってなんだ？ 斜里産ビールで学んで乾杯

■講師に直接来てもらう場合
○町内講師

5,000円

○管内講師

20,000円

○道外講師

50,000円

■オンライン活用の場合
〇町内講師

5,000円

〇町外講師

20,000円

◆問合せ

ゆめホール知床

ワークショップ「流氷の記憶」

22-2222

斜里・子ども芸術フェスティバル

メモリー展 開催中
令和3年度下半期定期利用団体受付

「斜里子ども芸術
フェスティバル」の

令和3年度下半期の定期利用申込みを受付ま

第1回から第19回ま

す。現在ゆめホール知床を定期的に利用されて

での軌跡をたどる

いる団体や、新しく利用を検討している団体は

「メモリー展」を、事

必ず参加してください。

務室奥の廊下壁面をつかって開催しています。足を留
めてゆっくりご覧ください。
◆問合せ

ゆめホール知床 （22-2222）

□日

時

9月3日（金）18:00から

□場

所

ゆめホール知床

□利用期間

会議室1

令和3年10月1日
〜 令和4年3月31日分まで

ゆめホール知床全館ワックスがけのため臨時休館

◆問合せ

□期 日 8月21日
（土）
・22日
（日）
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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

1

火

2

水

9

18
15

休館日
(プ/ウプ)

16

17

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

夏休み終了
(ウ)

22
22

23

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

30

休館日
(ゆ/図/ 博/プ/ウプ)

土
土
7

プールで遊ぼう！
水中運動会（プ）

こま撮りムービー
をつくろう
（ゆ）

スポーツ指導スキ
ルアップ講座（ゆ）

13

14

19

20

21

休館日(パ)

夏休み午前開放
最終日(プ)

おはなしの
花ばたけ（図）

27

28

12
休館日(パ)
おはなし
ガーデン（図）

18

夏休み終了
(斜小/朝小/斜中)

おはなし
ガーデン（図）

26

25

24

休館日(パ)
おはなし
ガーデン（図）

31

図書館

29
29

金
6

プールで遊ぼう！ 休館日(パ)
水中運動会（ウプ）
おはなし
こま撮りムービー ガーデン（図）
をつくろう
（ゆ）

11

10

休館日
(ゆ/図)

5

4

3

休館日
夏の星空観察会
(ゆ/図/博/プ/ウプ) （博）

8

木

■今月の展示 8月1日
（日）〜8月31日
（火）
まで
小学生向けおすすめ本「ゾクゾクこわ〜い！？おばけのはなし」
中高生向けおすすめ本「背筋がゾクッ！怖い本」
働く大人サポート課「心の中をのぞいてみれば」
スポットライト
「キャンプと外遊び」
■「夏休み！読書を楽しもう！オススメ本」 8月18日
（水） 午前中まで
■「かくれほん太をさがせ！2021」 8月1日
（日）〜8月18日
（水）

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.181
ソレイユ

ブラン

ウィズ

ストリングス

■日時 9月24日
（金）
開場18:00 開演18:30
■場所 ゆめホール知床 文化ホール

松本一哉コンサート
「独白と番」

斜里げいぶん支援事業

バストリオ公演
「黒と白の幽霊たち」

■日時 P7「まちかど情報」をご覧ください
■場所 旧役場庁舎
（旧図書館）

■収蔵資料展示

博物館

Soleil Blanc with Strings

斜里げいぶん支援事業

■博物館クイズラリー

■料金 一般2,000円 高校生以下1,000円

ahigei.art.fes@gmail.com
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ゆめホール

◆問合せ ゆめホール知床（22-2222）

8月31日
（火）
まで
■ロビー展「骨のある展示」
8月29日
（日）
まで

※各回30名限定

■料金 一般2,000円 中学生以下1,000円 未就学児無料
※当日500円増、1席空け全席指定 ■取扱所 ゆめホール知床・ウトロ支所
■取扱所 ゆめホール知床・ウトロ支所
WEB予約（https://busstrio.com/ticket）
図書館・尾張屋時計楽器店
◆問合せ 葦の芸術原野祭実行委員会 川村喜一

「雑誌から見る昭和のくらし」

8月1日
（日）〜8月15日
（日）
■斜里子ども芸術
フェスティバル メモリー展

