生涯学習だより

おじろ通信
令和の学びのスタンダードとは
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斜里町教育委員会

情報活用能力を身に付け、ICT社会
に対応できる人づくりを目指して

クラウド

1人1台端末

高速大容量の通信ネットワーク

全国の小・中・義務教育学校の児童生徒に1人1台の端末と、校内に高速大容量の通信ネットワークが整備され、本
格的な活用が始まった今年は「GIGAスクール元年」
と呼ばれています。
これからは、パソコン端末は特別な道具では
なく、鉛筆やノートと同じく、あって当たり前の文房具のようになっていきます。
パソコン端末を活用することによって、多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、資質・能力が一層確実に育成で
きる教育環境が令和の学びのスタンダードとなります。

「1人1台端末」
ではない環境
一
斉
学
習
個
別
学
習

協
働
学
習

・教師が大型提示装置等を用いて説明し、子ど
も達の興味関心意欲を高めることができる

「1人1台端末」の環境
学び
の
深化

・教師は授業中に一人一人の反応を把握できる
→子ども達一人一人の反応を踏まえた、双方向
型の一斉授業が可能に
・各人が同時に別々の内容を学習
・個々人の学習履歴を記録

・全員が同時に同じ内容を学習する
（一人一人

→一人一人の教育的ニーズや、学習状況に対応

の理解度等に応じた学びは困難）
学び
の
転換
・意見を発表する子どもが限られる

した個別学習が可能に
・一人一人の考えをお互いにリアルタイムで共有
・子ども同士で双方向の意見交換が可能に
→各自の考えを即時に共有し、多様な意見にも
即時に触れられる

斜里町では2月に整備を完了し、今年度から各学校でパソコン端末を活用しています。今後は、パソコン端末を家
庭に持ち帰り学習する機会もありますが、使用するには、Wi-Fi環境が必要となります。現在、7月末〜8月に保護者の
皆さんにご協力いただいた、
「ご家庭でのWi-Fi環境等調査」の結果を現在集計中です。結果は後日報告いたします。
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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

ご協力をお願いします！

インターネット
（Wi-Fi）環境整備について

公園はみんなのもの

学校に整備された1人1台端末は、家に持ち帰って自

8月は暑い日が続いたこともあり、公園で水遊びをし

宅学習で使用したり、学校に行けない時はオンライン

たという人も多いのではないでしょうか。公園で遊ぶこ

授業で使用することがあります。端末を使ってオンライ

とは、健康的で良いことですが、周りの人に迷惑をかけ

ン授業等をするには、インターネット
（Wi-Fi）への接続

る遊び方をしないように気を付けましょう。

が必要になりますので、
ご家庭のインターネット(Wi-Fi）
環境の整備にご協力をお願いします。

小さなゴミだとしても、
自分で
出したゴミはちゃんと持ち帰っ

斜里町では光ファイバー網を整備中です！

て処分しましょう。

市街地から離れた地域においても、高速で大容量の
データ通信が可能な光ファイバー網によるインターネ
ット接続サービスの利用が令和4年度から開始できる
ように、電気通信事業者の協力を得ながら取り組みを

遊具をひとりじめしてはい

進めています。
（詳しくは広報しゃり8月号に掲載）

けません。交代してみんなで
仲良く遊びましょう。

【整備対象地域】
○大栄

○美咲

○川上

○来運

○三井

○以久科北

○豊倉

○越川

○豊里

○朱円西
○真鯉

○朱円東
○ウトロ西

○中斜里
○以久科南

○富士

○峰浜

○朱円

散歩中にペットがフンをした

○日の出

場合は、
フンを放置せず持ち

○ウトロ高原

帰って処分しましょう。

光ファイバー網が整備される
この機会に、
ご家庭での整備を

公園はみんなが使う場所です。

ぜひご検討ください。

一人一人が相手を思いやる心
を持って、みんなが気持ちよく
使えるように、マナーを守って

引き続き感染症対策をお願いします

遊びましょう。

8月が終わり、比較的過ごしやすい気温になりました。
秋が近づき、外出やレジャーを楽しみたい季節ですが、

暗くなる前に家に帰りましょう

依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るって
いますので、引き続き感染症対策を徹底するように心が

9月になり、
日没の時間が少しずつ早くなっています。

けましょう。

昼と夜の時間がほぼ同じになる秋分の日は、今年は9月

また、インフルエンザやノロウイルス等も流行り始め

23日です。

る時期なので、感染しないように手洗いと

いつもと同じ感覚で遊んでいると、気づいたら暗くな

うがいを徹底しましょう。

っているかもしれません。暗くなる前に家に帰るように
気を付けましょう。
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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

観察会

はた織りの会作品展

知床半島横断地質観察会

はた織りの会 会員のみなさんが、ひとつひとつ

知床半島の地形ができた歴史には、海底での泥岩

丁寧に時間をかけて織った作品を展示します。新作

の堆積、海底火山活動、陸上火山活動の大きく３つ

も出品しますのでお楽しみに。

の段階があります。知床半島をウトロ側から羅臼側

□日

時

9 月 11 日（土）〜29 日（水）

へと車で移動し、半島の両側でこの 3 段階の地質活

□場

所

交流記念館ホール

動がどのように起こって来たのかを観察します。
□日

※ロビー展の観覧は無料です。

時

9 月 25 日（土）
8 時 30 分 博物館前庭集合
16 時 30 分 解散

□講

師

合地信生 学芸員

□参加人数

７名（要参加申し込み）

□持 ち 物

雨具、長靴、お弁当、筆記用具

□参 加 費

300 円（高校生以上）

作品の制作風景

ロビー展

骨のある展示

羅臼岳の火砕流堆積物

ゴマフアザラシの前肢
さまざまな動物の骨を展示しています。好評につ
き、期間延長します。お見逃しなく。
□期

間

〜9 月 5 日（日）

□場

所

交流記念館ホール

知床峠から見た羅臼岳

※ロビー展の観覧は無料です。

9 月の休館日：6、13、27 の（月）と21（火）
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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

東京パラリンピック2020展示
東京パラリンピック2020開催に合わせて、テレ

□期

ビやインターネットでのスポーツ観戦に役立つス

間

9 月 1 日 ( 水 ) 〜 9 月 30 日 ( 木 )

小学生向けおすすめ本

ポーツの本や各種競技について理解が深まる本、

「天気のひみつ」

オリンピック・パラリンピックに関連する本を展

季節が夏から秋にかわる 9 月は、日々の気温

示します。

差が大きくなり、体が疲れやすくなる時期です。

8月から実施していた東京オリンピック2020展

わたしたちの生活に大きく影響

示に引き続き、町民の方よりご寄贈のありました

する天気について知るための

1964年東京オリンピック関連新聞記事も合わせて

本を展示します。

展示中です。新聞は館内での閲覧のみになります
が、ぜひ当時の雰囲気とともにお手にとってご覧
ください。

中高生向けおすすめ本

※期間中、パラリンピックのスケジュールに変

「他人の人生ちょこっとのぞき見」

動があった場合は、大会期間中に合うよう展
示期間を変更します。
□期

間

8月17日(火)〜9月12日(日)

□場

所

図書館内62番書架

有名人や自分のやりたいことをやって輝いて
いる人たちも、最初からキラキラしていた訳で
はありません。どんな人生を歩んでそこにたど
り着いたのか、自伝やエッセイを読んでのぞき
見しちゃいましょう。

働く大人サポート課

「働く大人のボディメンテ」
目、首、肩、腰など、場所の違いはさまざま
あれど、体の節々の痛みやなんとなく調子が上
がらないだるさ、健康診断の数値などに悩まさ
れていませんか ?

体の調子を整えるために参

考になる本を展示します。

としょかんまつり・秋の古本市inウトロ
中止のお知らせ
毎年、としょかん友の会との共催で行っている

スポットライト

9月の「としょかんまつり」および11月の「秋の

「新書大集合」

古本市inウトロ」について、今年度は新型コロナ

図書館では分類方法に沿って、内容のジャン

ウイルス感染拡大防止の観点から中止することと

ルごとに分けて本を並べています。その中で、

なりました。

コンパクトで手軽に読める新書版の本やシリー

楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありま

ズのみを集めました。（コーナーのある岩波新

せんが、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいた

書は除きます）

します。
4

2021.09.01

図書館バッグの返し忘れは
ありませんか？

新刊書案内
職員おすすめ、注目の新刊を紹介します。図書

本の貸出の際、持ち帰り用に利用いただいてい

館新刊コーナーでご覧下さい。

る3色の図書館バッグ。ご自宅に返し忘れはありま

【文学】
○白光／朝井

せんか？

まかて

〇聖徳太子と蘇我入鹿／海音寺
〇もういちど／畠中
〇QUEEN／麻生

もし返し忘れのバッグをお持ちの場合は、図書

潮五郎

館までご返却ください。カウンターでのご返却

恵

か、図書館正面玄関横の返却ポスト、各公共施設

幾

〇水たまりで息をする／高瀬
〇まぜるな危険／高野

内の返却箱にいれていただくこともできます。皆

隼子

様のご理解とご協力をお願いいたします。

史緒

〇サハマンション／チョ

ナムジュ

【実用書】
〇あなたはこうしてウソをつく／阿部
〇危機の世界史／ダン

カーリン

〇夫婦をやめたい／南

和行

こども向けおはなし会

「おはなしガーデン」

〇入浴は究極の疲労回復術／早坂
〇自分で名付ける／松田

修士

毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな

信哉

し

青子

しむことができる場をもうけています。

〇種から種へ命つながるお野菜の一生
／鈴木
〇私とクライミング／野口

□日

純

【児童書】
○オリオンの上／有島
〇ランペシカ／菅野

時

9 月 2 日、9 日、16 日、30 日
毎週木曜日

啓代

○たまごのはなし／しおたに

しゃぼん玉」のメンバーが、親子で一緒に楽

まみこ

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

希音

※都合により急きょお休みする可能性があります。

雪虫

【絵本】
○そこでしちゃダメ!／ジーン

ウィリス

こども向けおはなし会

○へんしんへんしんフルーツポンチ
／山本
〇5ひきの子ぶた／ふじい

「おはなしの花ばたけ」

祐司

ようこ

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 (児童書)

『スパイ・バレリーナ』
ヘレイン

リプスコム／著

□日

時

9 月 18 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。

早川書房

優秀なダンサーを育てるスワ
ンハウス・バレエ学校の裏の顔

お礼

は、スゴ腕のスパイの養成所。
12歳のミリーは、行方不明のマ

7月の寄贈

マを探しにバレエ学校に転校す

本・資料の寄贈ありがとうございました。

るが、いきなりコンクールの主

■佐山 小夜子 様 ( 本町 )

役に選ばれて、スパイの仕事ま

■保村 浩二 様 ( 本町 )

で任されて…。(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
〜みんなで楽しく浮き浮きフィットネス〜

海洋センター体育館臨時休館について

ミドルシニア水中エクササイズ講座

体育館屋根全面改修及び照明LED更新工事のた

成年期・高齢期（40歳以上）の方を対象に水中

め、下記の期間は休館になります。

でのウォーキングやトレーニングを行う連続講座を

□期

開始します。

◆問合せ

講座をきっかけに自分の体力、時間にあった運動

場

ゆめホール知床（22-2222）

後期体育施設の利用申込みについて

を図りましょう

□会

9月6日(月)〜8日(水)

B&G海洋センター体育館・武道館・学校開放

で身体を動かし、運動習慣の定着と健康意識の向上
□実施期間

間

9月22日、29日、10月6日、13日の4日間

各施設の後期期間（令和3年10月〜令和4年3月）の

毎週水曜日(全4回)

定期利用を希望される団体は、事前に申込みの上、

受付13：00〜

利用調整会議にお集まりください。

実技13：30〜14：15

B&G海洋センタープール

□定 員

15名

□対象者

町内に住む40歳以上の男女

□講

師

ゆめホール知床

□内

容

□体育施設利用申込み締切
申込み締切日

9月10日(金)まで

□利用調整会議日程：利用施設・会場

体育振興係

○斜里小・朝日小・斜里中（学校開放）
9月17日（金）19:00〜

①水中で準備運動

ゆめホール会議室1

※新型コロナ感染症対策により、武道館、海洋

ストレッチ、
スクワット

センター及び知床ウトロ学校（学校開放）の

②水中ウォーキング

利用団体については、利用希望日の重複が

前横後歩き、水中キック、片足跳び。腕を回す、

あった場合のみ会議を行います。

振るなど動きを加えた水中負荷運動

◆問合せ

③プールフロアを利用した運動

ゆめホール知床（22-2222）

健康な身体づくりに‼

水中ジャンプ、踏み台昇降等

おはようランニング開催中です

※内容については、変更の場合があります。

今年もコースを変更し、昨年と同じくゆめホール

□参加料

1回200円（保険料）

□持ち物等

水着、
ゴーグル、
スイミングキャップ、

をスタートして陸上競技場に向かい、折り返して

飲み物（水分補給用）、バスタオル

ゴールのゆめホールを目指すコースになります。

□募集期間

また、コロナ感染症対策により、スタート・ゴー

9月7日
（火）
より

ル時の密を避けるため、タイム計測を行いません。

□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで50ポイントを付与
◆問合せ・申込み

なお、参加者には行政ポイントが発行されます。

ゆめホール知床（22-2222）

□日

町民水泳大会が中止になりました

□場

なりました。なお、昨年度と同様に無観客での少年
団記録会は実施します。
高橋

※雨天中止

受付6:10／スタート6:30

度においても、新型コロナ感染症対策により中止と

水泳連盟

8月28日（土）〜10月2日（土）
毎週土曜日

斜里町水泳連盟主催の町民水泳大会ですが、今年

◆問合せ

時

所

ゆめホール正面玄関前集合

□コース

①1.5kmコース ②2.5kmコース

□参加費

100円（全6回分・保険料を含む）

□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで50ポイントを付与

秀典

TEL・FAX（23-1043）
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□申込み

当日参加費と一緒に受付けます

◆問合せ

ゆめホール知床（22-2222）

2021.09.01

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
第６回 しれとこハロウィン2021

例年、多くの人が集い楽しむイベントを開催してき
たしれとこハロウィン。今年は、感染症拡大防止のた
め、いつもと異なる形で楽しみます。
テーマは、
「作って、飾って、ゆっくり楽しめるハロウ
ィン！
！」北のアルプ美術館に、参加者の製作物と、朝日
小4年生と知床ごんた村さんのご協力で育てたかぼち

第6回しれとこハロウィン コンセプトアート

ゃを飾ります。
コロナ禍が続きますが、実行委員会では
変わらず、イベントを通して地域での交流が活性化し、

さっぽろアートビーンズグループ展
「自然のトルク」

子どもたちが学び成長することを目指しています。
期間中はどなたでも見学可能ですので、ぜひ来場

札幌市の有志アート団体「さっぽろアートビーン

し、ハロウィン気分を楽しんでください！

ズ」が2019年に行った滞在制作の成果展を開催し

【皆さんの応募待ってます！】

ます。展覧会では「物体を回転させる能力の強さ」

会場に展示するハロウィンらしい製作物を募集して

を意味する「トルク」からイメージされる自然の動

います。QRコード（Googleフォーム）にアクセスの上、

きや移動、あるいはそれらによって生まれる熱や体

申し込みをお願いします！
□会

場

温をテーマに、5組の作家が日本画・彫刻・写真等

北のアルプ美術館西側小路（屋外）

□展示期間

10月15日
（金）〜31日
（日）

◆問合せ

しれとこハロウィン実行委員会

を展示します。
□日

時

9月5日（日）〜10月31日（日）
8:00〜17:30

川原珠美（Googleフォーム）

（10月21日以降は9:00〜16:00です）
□場

所

□入場料

知床自然センター 企画展示室
無料

□出展作家 梅田力、川村喜一、小泉章子
千葉麻十佳、間野桂子

Facebook
Googleフォーム
（製作物の申し込みはこちら） （最新情報をお知らせしています）

◆問合せ

知床自然センター（24-2114）

今年もやります！斜里ユースまちづくり委員会 屋台イベント！
新型コロナウイルスの影響が続き、今年も町内のイベントが実施できない状況にあります。
「そんな中だからこそ
少しでも町が明るくなるように催しを開催しよう！
！」
と、斜里ユースまちづくり委員会主催のもと、昨年の「ドライブス
ルーお祭り屋台inしれとこしゃり」に引き続き、再び屋台イベントを開催します。
今年は、昨年の反省点も生かしながら、”ドライブスルー”ならぬ”ウォークスルー”。新たに考案した感染予防スタイ
ルで開催します。みんなでコロナ対策しながら、楽しみませんか？ご来場をお待ちしております！
□日 時

9月11日
（土）10:00〜13:00（雨天時 12日に順延）

□場

役場北側駐車場 旧除雪センター

所

←Facebookやチラシで最新情報
をお知らせしています。

（駐車場は役場南側駐車場です）
◆問合せ

斜里ユースまちづくり委員会

事務局

（22-2222）
７
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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/

ゆめホール芸術文化講座

ゆめホール事業No.181
ソレイユ

ブラン

ウィズ

3日で学ぼう

ストリングス

Soleil Blanc with Strings

舞台公演オンライン配信 入門講座

〜アコースティック＆エレクトリック楽器による

コロナの影響で多くの舞

新しいポップス

台公演やサークルの発表会

【ゆめホール公演】

が中止に追い込まれたり、関

Soleil Blanc（ソレイユ ブラン）は、尾崎亜希子（AKI／

係者のみの限定公演となっ

ヴァイオリン）
と、山田千波（Chinami／エレクトーン）の

ています。

2人によるユニット。そしてStrings（ストリングス）は、弦

そこでゆめホールでは、ゆめホールの会場に居なく

楽器6人（ヴァイオリン4人、ビオラ1人、チェロ1人）によ

ても公演を観ることができるオンライン配信機材を整

る演奏です。新感覚なポップミュージックと、
クラシック

えました。

の名曲を堪能してください。

コロナ禍でも、舞台発表を励みに活動が続けられる

□日 時

9月24日
（金） 開場18:00

□場

ゆめホール知床

所

よう、発表会を観たい人が誰でも観られるよう、そして

開演18:30

斜里に来られない遠方者も観ることができるよう、新

文化ホール

たな公演スタイルを学び、
これからの舞台公演の可能

【客席1席空け・全席指定】
□料

金

性を探る連続講座です。

一般2,000円 高校生以下1,000円

□チケット取扱所

ゆめホール知床・ウトロ支所

□日時・内容

図書館・尾張屋時計楽器店
◆問合せ

1回目 9月26日
（日） 13：00〜15：00

ゆめホール知床 （22-2222）

・機材の使い方や運用のルール、配信す
るうえでの注意点（著作権など）を学び

【ウトロ公演】

ます。

Strings イン ウトロコンサート

2回目 9月28日
（火） 19：00〜21：00

Strings（ストリングス）から弦楽四重奏（ヴァイオリン

・テレビ生放送番組を例に、オンライン

2人、ビオラ1人、チェロ1人）がウトロへ出張。子どもた

配信する時の構成台本の作り方や、
カ

ちになじみのある曲を演奏します。親子で生の音楽演

メラワークをプロから学びます。
・講師／立川 彰 氏（道東テレビ）

奏を楽しむひとときをどうぞ。
□日 時

9月25日
（土） 開場10:30

□場

所

知床夕陽のあたる家 ロビー

□料

金

無料

□定 員 30人

3回目 10月2日
（土） 19：00〜21：00

開演11:00

・実際に舞台演技を、オンライン配信と
受信鑑賞の両方で体験します。
・協力／知床流氷太鼓、劇団みずなら

要申込み

入場整理券をウトロ支所で配布します。
◆申込み・問合せ ウトロ支所（24-2200）

□場

所

ゆめホール知床

文化ホール 他

□対

象

発表会主催者（サークル・保育園・学校）
文化連盟、芸文協会関係者

□申込み

ほか

事前申込み必要（参加費無料）

◆申込み・問合せ

ゆめホール知床
担当 川内（22-2222）
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ねぷた絵 展示会

知床流氷太鼓 体験講座

2年続けてしれとこ斜里ねぷた祭りは中止となり、物

知床流氷太鼓体験会の「卒業生」が

足りない夏でしたが、自分の町の祭りを来年に繋ぐた

その後も太鼓を続け、期待の星に成長しています。

めに、斜里中・斜里小・朝日小で、ねぷた絵を描く授業

9月に3回の体験会を予定していますが、参加者の

を行いました。

やる気と盛りあがりによっては延長も考えます。
□日 時

※ 斜里中学校生徒の作品展示は8月に終了しました。

【斜里小学校 学校ねぷた 展示】

9月15日
（水）
・22日
（水）
・29日
（水）
19:30〜21:00

□

期

間

【朝日小学校 ねぷた絵 展示】

□場

所

ゆめホール知床

□講

師

知床流氷太鼓保存会

□

□対

象

小学3年生以上（大人も参加できます）

◆問合せ

◆申込み

8月24日
（火）〜9月7日
（火）

公民館ホール

ゆめホール知床 （22-2222）

期

間

9月1日
（水）〜9月7日
（火）
ねぷた保存会事務局

役場企画総務課

（23-3131 内線205）

文化団体 の 暗中模索（６） レイ・アロハ・フラ 斜里サークル
鮮やかな原色の衣装に花の髪飾り、胸元でゆったり

レ） 舞台発表があることが一番なんです。
ドレスを着

とループを描くレイがフラの象徴です。事務室前を行

て非日常の姿になると気持ちが上がります。はじめ

き交うサークルの皆さんは、その華やかさが内面から

は人前で踊ることに躊躇しても、お花を付けて踊っ

湧いているような、練習前も後も楽しげな足取りです。

てお客さんに喜んでもらうと、皆うれしくてハ マっ

レイ・アロハ・フラ

斜里サークルの平賀さんと横山

てしまいます。
コロナの影響でイベント出演やボラ

さんに話を伺いました。

ンティアで訪問することも無くなってしまい、踊る

ゆ） ゆめホールを利用する大人のサークルとしては

機会が欲しいです。

「若い」団体で、もっとも勢いがあると感じています。

ゆ） 皆さんを虜にしたフラの魅力はなんですか？

発足して何年になりますか？

レ） いくら踊っても納得のいかない奥深さでしょうか。

レ） 今年10年になりますね。経験年数と子どものクラ

踊りを覚えても表現が難しい。
もともと文字を持た

スに分けて5クラスあります。

ない人たちが踊りで喜びや悲しみを伝えてきたの

ゆ） 昨年12月、
コロナ禍で多くの舞台公演が中止と

で、意味をわかって感情を伝える難しさが、
もっと

なる中、
レイアロハさんの発表会は身内のみとは

上手くなりたいという気持ちにさせます。

いえ、大きなチャレンジでした。
どのような気持ち
でしたか？
レ） 一昨年の文化祭で、私たちの踊りにあこがれて
入ってきてくれた子どもたちを、踊らせてあげたい
気持ちと、大人も1年間練習した曲を舞台で発表し
てモチベーションをあげたい思いでした。
ゆ） つい先日7月25日にも観客30名限定で、ホワイエ
を会場にミニ公演をされました。最高に暑い日で

7月25日 ホワイエで行われたミニ公演

したね、いかがでしたか？

きれいでゆるい踊りに見えるフラですが、実は中腰

レ） 楽しかったです。暑くてハワイみたいだと笑われ

で足の筋肉はプルプル、マスクをして練習すれば息が

ました。今度はもう少し涼しい時期がいいですね。

あがるそうです。今の目標は文化祭。舞台発表ができ

ゆ） 皆さんをその行動に突き動かすものは何でしょ

ることを願い、
もっとフラの楽しさを広めたいと、お二

うか。

人は輝かせていました。
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斜里町生涯学習カレンダー

2021

博物館

日
日

月

火

水

ゆめホール

■ロビー展「骨のある展示」 9月5日
（日）
まで
■ロビー展「はた織の会作品展」
9月11日
（土）〜29日
（水）
■博物館クイズラリー 8月1日
（日）〜8月15日
（日）

1

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

8

9

臨時休館(海)

14

13

15

休館日
Letʼs BEKIN！
(ゆ/図/博/プ/ウプ) 〔美筋〕Vol.3(ゆ)

19
19

20

21

敬老の日

休館日
(博/プ/ウプ)

休館日(ゆ)

28

27

11

17

18

休館日(パ)

16

おはなしの
花ばたけ（図）

休館日(パ)
育てる事業
「知床流氷太鼓体 おはなし
験講座」（ゆ）
ガーデン（図）

22

Letʼs BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

26
26

10

おはなし
ガーデン（図）

臨時休館(海)

12
12

4

3

休館日(パ)

臨時休館(海)

土
土

下期定期利用団体
受付抽選会（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

7

6

金

2

■ロビー展「ねぷた絵展示会」 9月7日
（火）
まで
■ロビー展「光陽書道同好会会員作品展示」
9月19日
（日）〜10月2日
（土）

5

木

育てる事業
「知床流氷太鼓
体験講座」（ゆ）

23

24

25

秋分の日

Soleil Blanc with
Strings（ゆ）

知床半島横断
地質観察会（博）

休館日(パ)

Strings イン ウトロ
コンサート
（ウ漁）

ミドルシニア水中
エクササイズ講座
（プ）

29

30

休館日(パ)
育てる事業
【第1回】舞台公演 休館日
Letʼs BEKIN！
「知床流氷太鼓
オンライン配信入門 (ゆ/図/博/プ/ウプ) 〔美筋〕Vol.3(ゆ)
おはなし
体験講座」（ゆ）
講座(ゆ)
ガーデン
（図）
【第2回】舞台公演
ミドルシニア水中
オンライン配信入門
エクササイズ講座
講座(ゆ)
（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）

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

Soleil Blanc with Strings
開場18:00 開演18:30
■場所 ゆめホール知床 文化ホール
■料金 一般2,000円 高校生以下1,000円
※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
図書館・尾張屋時計楽器店
◆問合せ ゆめホール知床（22-2222）

Strings イン ウトロ コンサート
■日時 9月25日
（土）
開場10:30 開演11:00
■場所 知床夕陽のあたる家 ロビー
■料金 無料（要申込）
※入場整理券を配布します（定員30名）
■取扱所 ウトロ支所
◆問合せ ウトロ支所（24-2711）
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■東京パラリンピック2020展示
9月12日
（日）
まで
■今月の展示

図書館

■日時 9月24日
（金）

ストリングス

9月1日
（水）〜9月30日
（木）

・小学生向けおすすめ本
「天気のひみつ」
・中高生向けおすすめ本
「他人の人生ちょこっとのぞき見」
・働く大人サポート課
「働く大人のボディケア」
・スポットライト
「新書大集合」

