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斜里町教育委員会

ウバザメの椎骨

ウバザメ
2018年の天体観察会の様子
知床博物館天体観察会

「惑星と秋の星座」
秋は空気が澄んで星がきれいに見える季節です。今回は、細い月と金星が近くに見
えるのを観測する予定です。また、木星や土星も見頃ですので、博物館の天文ドー
ムで観察しましょう。博物館前では秋の星座も観察します。
日時：

月

日
（土）

〜

※悪天のときは 10 日に実施します。 また、新型コロナの状況により
中止となる場合があります。
場所：知床博物館前庭集合
講師：合地学芸員・村上館長
定員：20 名（要申込、参加無料、小中学生は送迎をお願いします）
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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

ちょっとまって！

それっていじめじゃない？

困ったときの相談窓口
いじめ・不登校・対人関係等で困ったり悩んだときで、

自分がいじめているつもりではなくても、相手が嫌な
気持ちになっていたら、それはいじめです。
自分の普段

周りの人に相談しにくい時は、相談窓口に電話してみま

の生活を振り返ってみましょう。

しょう。

町の相談窓口

①相手の気持ちを考えよう
・友達同士でふざけ合う時、やりすぎて相手を嫌な気

スクールソーシャルワーカー

持ちにさせていませんか？相手の

◆電

気持ちを考えて行動するようにし

話

0152-26-8391（斜里町教育委員会）

スクールカウンセラー

ましょう。

◆電

話

0152-23-3212

（斜里中学校スクールカウンセラー係）

②かげ口はいじめです！
・ちょっと気に食わないことがあったからといって、
「○○くんって、
うざいよね」
「○○ちゃんなんかい

北海道・国の相談窓口

なくなればいいのに」などと言ってい

北海道子ども相談支援センター

ませんか？かげ口を言われている本

◆電

人が聞いたらとても傷つきます。

話

0120-3882-56

子どもの人権110番
③無視もいじめです！

◆電

・無視された人はとても傷つきますし、不安な気持ち

話

0120-007-110

こころの電話相談

になります。無視することはやめま

◆電

しょう。

話

0570-064-556

24時間子供SOSダイヤル
◆電

④インターネットでも同じです

話

0120-0-78310

・現実世界と同じように、インターネットの世界でも
かげ口や無視、仲間はずれ等はしてはいけません。

町内各学校の学芸会・文化祭

文章だと、悪気の無い言葉でも、違っ

深まる芸術・文化の秋。町内の各学校では、学芸会・文

た意味合いで受け取られることもあ

化祭に向けて準備が進んでいます。

るので、
よく考えて文章を送りましょう。

※学芸会・文化祭の詳細なプログラムについては、各学
校に問合せください。

無視をしたり、仲間はずれにしたり、
自分がされて嫌
だと思うことを人にしていませんか？されている人は学

10月31日
（日） 斜里小学校

校に来づらくなり、家に引きこもるようになり、やがて自

11月20日
（土） 朝日小学校

殺に至ってしまうケースもあります。

10月17日
（日） 知床ウトロ学校

自分のした行動がどのような結果を

10月16日
（土）
〜17日
（日） 斜里中学校

もたらすか考え、
自分がされて嫌だ
と思うことは、人にしないようにしましょう。
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博物館情報

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/

ロビー展

観察会（博物館キッズ拡大版）

はた織りの会作品展

知床半島の成り立ちを知ろう！
知床五湖などを歩きながら、どのように知床半島

はた織りの会会員の作品展を開催中です。期間を

の地形がつくられて来たのかを学びます。

延長して実施しますので、ぜひご覧ください。
□日

時

10 月 2 日（土）まで

□場

所

交流記念館ホール

□日

時

10 月 24 日（日）
博物館前庭集合
解散

※ロビー展の観覧は無料です。
□講

師

□募集人数

9:00
15:00

合地信生 学芸員
5 名（小中学生のみ）

※要参加申し込み。このほかに博物館キッズから
最大で 15 名が参加します。

2018 年の作品展の様子

収蔵資料展示

資料でみる昭和の子供たち
昭和 20 年代の雑誌や、古いランドセル、ノート
などを展示します。あわせて斜里町で昭和の時代に

郷土研究連盟の本

撮影された子供たちの写真も少しだけ展示します。
□期

間

11 月 28 日（日）まで

□場

所

博物館本館受付

斜里町郷土研究第13号発刊
斜里町郷土研究連盟から郷土研究第 13 号が発刊

※本展示の観覧は無料です。

されました。越川橋梁建設の話や戦争の記憶などの
貴重な記事があります。図書館で読めるほか、知床
博物館受付で販売しています。（1 冊 800 円）

10 月の休館日：4、11、18、25 の毎月曜日
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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/05institution/

今月の展示

秋の図書館特別イベント

「サイコロで挑戦！雑誌プレゼント企画」

□期

2021・第75回読

間

10 月 1 日 ( 金 ) 〜 10 月 31 日 ( 日 )

小学生向けおすすめ本

書週間に合わせて、

「ふわもこアニマル大集合」

保存期限の切れた雑

かわいいふわもこアニマルが大集合！ 色々

誌のプレゼント企画

な動物の赤ちゃんやパンダなど、体毛がふわふ

を行います。

わ、もこもこしている動物が出てくる調べものの

期間中、図書館で

本や絵本を展示します。

本を借りて貸出レシ
ートをカウンターに見せると、1日につき1人1
回、10面のサイコロを振ることができます。

中高生向けおすすめ本

1〜10の出た目が「その日に図書館で借りた本

「自分を守る法律の知識」

の資料バーコードの末尾の数字」と同じ数字だっ

ブラックバイトやデートＤＶ、ネット関係な

たら、お好きな雑誌を1セット（2〜3冊）プレゼ

ど、中高生でもトラブルに巻き込まれることが

ントします！
雑誌は種類は選べますが、巻号は選べません。

あります。そんな時に助けを求めるための解決

たくさん本を借りれば当たる確率が上がりま

法や法律について知っておくことが自分の身を
守ります。関係する本を展示します。

す。また、図書館の本に貼られている黄緑色のバ
ーコードの末尾の数字を1〜10まですべてバラバ
ラに10冊借りれば確実に1セットをゲットするこ

働く大人サポート課

とができます。

「ビジネス書受賞作品展」

この機会に、いつもは手に取らない本もぜひ見

ビジネスパーソンにとって学びや気づきがあ

てみてください。

る本を選出する「ビジネス書大賞」や「読者が

合わせて、期間中に同じ図書館カードで企画に

選ぶビジネス書グランプリ」。過去受賞作品の

参加した貸出レシートを3枚集めると、サイコロ

うち図書館に蔵書のあるものを一挙に集めまし

の出目が当たらなくても雑誌1セットをプレゼン

た。選りすぐりのビジネス書をお手にどうぞ。

トします。
期間中、複数回の挑戦もお待ちしています！
□期

間

スポットライト

「世界の名建築」

10月26日（火）〜11月14日（日）
※雑誌が無くなり次第終了

□受

付

図書館カウンター

□対

象

図書館カードをお持ちの方

世界中にある様々な建築物。機能面だけでな
く、その美しさや文化的背景など、知れば知る
ほど楽しむことができます。実際に見に行くこ

※プレゼントする雑誌は、

とが難しい昨今、本の中で世界の名建築を味わ

一般向けのものです。
◆問合せ

ってみませんか。様々な建築物についての本を

図書館（23-3311）

展示します。

または図書館カウンターまで
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朝日小４年生おススメ本展示

新刊書案内
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朝日小学校４年生の児童のみなさんが国語の授

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。

業で制作した、自分のおすすめしたい本を紹介す

【文学】

るＰＯＰ（ポップ）を、おすすめ本とあわせて展

○追憶の烏／阿部

示しています。本は貸出可能ですので、紹介を見

智里

〇みとりねこ／有川

て気になった本はぜひお手に取ってご覧くださ

ひろ

〇万事オーライ／植松

い。

三十里

〇とにもかくにもごはん／小野寺
〇バスクル新宿／大崎

史宜

梢

〇アイアムマイヒーロー!／鯨井

所

図書館エントランス

毎週木曜日に、ボランティアサークル「おはな
し

〇「知の巨人」立花隆のすべて／文藝春秋
〇虫のぬけがら図鑑／安田

□日

きの

〇いまこそ使いたい時刻表活用術／木村
〇野鳥写真の教科書／中野

嘉男

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

※都合により急きょお休みする可能性があります。

【児童書】
まり

○ニイハオ大飯店のひみつ／カワズミ
〇ミシシッピ冒険記／ダヴィデ

こども向けおはなし会

モロジノット

「おはなしの花ばたけ」

【絵本】
○宿題ファイター／よしなが
○すやすやおやすみ／石津

10 月 7 日、14 日、21 日、28 日

おはなし しゃぼん玉

耕志

○どっちでもいい子／かさい

時

毎週木曜日

／ベネッセコーポレーション
〇プラモはじめます!／香坂

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。

守

〇すっきり暮らす100人の家

毎月、絵本の読み聞かせや手遊びなどの楽しい

こうたく

おはなし会をひらいています。小さいお子さんか

ちひろ

ら大人の方までどなたでもどうぞ。

治樹

『としょかんのきょうりゅう』
まもる／著

□日

時

10 月 16 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。

今月のオススメ新刊本 (えほん)
鈴木

□場

「おはなしガーデン」

南嶺

〇ちょとつ／立川

9月4日(土)〜10月15日(金)午前中まで

こども向けおはなし会

エルペンベック

【実用書】
〇不要不急／横田

間

あめ

〇行く、行った、行ってしまった
／ジェニー

□期

お礼

徳間書店

8月の寄贈

図書館で大きな本を見つけた
兄妹。表紙を開いてみると、そ

本・資料の寄贈ありがとうございました。

こは恐竜のいる世界だった!

■有森 圭子 様 ( 東京都 )

い

ろいろな恐竜たちを、今いる動

■弦間 秀子 様 ( 朱円 )

物と比べながら見ていくと…。

■午来 昌 様 ( ウトロ )

恐竜がどんな生きものだったの

■近藤 正純 様 ( 以久科 )

かを知ることができる、楽しい

■保村 浩二 様 ( 本町 )

絵本。(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〜

見学だけもOK！自分にあったスポーツを見つけよう！

ミドルシニア水中エクササイズ講座

斜里町スポーツ少年団等体験会

成年期・高齢期（40歳以上）の方を対象に水中

「何かスポーツをやりたいけどきっかけがない」

でのウォーキングやトレーニングを行う連続講座を

「スポーツ少年団に入りたいけど、なかなか活動を

開催しています。

見に行けない」「いろんなスポーツを体験して決め

プール内では膝が悪い、腰が痛いという方でも、

たい」という小学生を対象に、10月〜11月の間の

足腰への負担が少ない水中で適度な負荷をかけて身

予定でスポーツ少年団等の体験会を実施します。

体を動かすことが可能です。講座に参加して運動習

各団体の体験日程、会場及び申し込み書を記載し

慣の定着と健康意識の向上を図りましょう
□実施期間
□会

場

た案内用紙は別途、学校を通じて児童に配布しま

10月6日
（水）、13日
（水）

す。体験を希望の方は申込用紙に記入し、締切日ま

受付13：00〜

でにゆめホール知床、または各学校の担任の先生ま

実技13：30〜14：15

B&G海洋センタープール

で提出してください。

□定 員

15名

□体験会参加団体（予定）※変更の場合あり

□対象者

町内に住む40歳以上の男女

・ウトロフリッパーズ（野球）

□講

師

ゆめホール知床

・極真館斜里道場（空手）

□内

容

①水中で準備運動

・斜里弓道会

②水中ウォーキング

・斜里サッカースポーツ少年団

③プールフロアを利用した運動

・斜里柔道スポーツ少年団

※内容は変更の場合があります

・斜里ジュニアバドミントンクラブ

□参加料

1回200円（保険料）

・斜里水泳スポーツ少年団

□持ち物等

水着、
ゴーグル、
スイミングキャップ、

・斜里卓球少年団

飲み物（水分補給用）、バスタオル

・斜里バレーボール少年団

体育振興係

※見学のみ

□行政ﾎﾟｲﾝﾄ レシートで50ポイントを付与

・斜里ミニバスケットボール少年団

◆問合せ・申込み

・斜里無心剣道スポーツ少年団

ゆめホール知床（22-2222）

・知床斜里野球少年団
斜里町体育の日

※詳細は配布される案内用紙をご覧ください

ハマナスマラソン等の中止について

もうすぐシーズンオフ！

毎年10月第一日曜日に開催されている「斜里町体

屋外各施設の利用について

育の日（ハマナスマラソン大会・体力測定大会・
パークゴルフ大会）」事業について、昨今の新型コ

今年度もたくさんの方に利用いただいている、

ロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、ハマナスマ

海洋センタープールや次の屋外施設が10月末日を

ラソン大会の規模縮小の開催等も検討を重ねてきま

もって利用終了となります。ご利用ありがとうござ

したが、密の回避や感染症拡大予防の徹底が困難で

いました。

あることから、昨年度に引き続き中止となりまし

□10月31日（日）利用終了

た。

・B&G海洋センタープール・野球場・陸上競技場

心待ちにしていた方もおられるかと思いますが、

・町民公園及びシーサイドパークゴルフ場

何卒ご理解の程よろしくお願いします。
◆問合せ

◆問合せ

ゆめホール知床 （22-2222）
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Ｂ＆Ｇ海洋センター

(23-2911)
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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
作って、飾って、ゆっくり楽しめる！

知床五湖

しれとこハロウィン2021

地上遊歩道大ループは10/3まで！
今年の知床五湖の地上遊歩道は、大ループコース

先月号でもお知らせした、
しれとこハロウィン！着々

の整備工事のため、一足先に10月3日（日）で閉鎖

と準備が進んでいます。
期間中、会場では朝日小4年生と知床ごんた村さん

になります。小ループコース（二湖まで）と高架木

で育てた「ハロウィンかぼちゃ」や、有志の皆さんによ

道（一湖のみ）は、通常通り11月8日（月）まで入

る手作り作品の展示を行います。ぜひ来場し、ハロウィ

園できます。
全ての湖を見られるのはあとわずか！五湖の冬眠

ン気分をお楽しみください。
（集う催しはありません）

前に足を運んでみませんか？

今年は、新型コロナウイルスの影響を受け、形は違

◆問合せ

えど、雰囲気はいつも通りに開催します。ぜひ自由にお
立ち寄りください。
□会

場

【知床五湖 開園時間】

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

知床自然センター（24-2114）
高架木道

〜10/3

武藤香苗（080-5478-5039）

小ループ

大ループ

7:30〜17:30

10/4
〜10/20

7:30〜17:30

10/21
〜10/31

8:30〜17:00

11/1
〜11/8

8:30〜16:30

工事のため
閉鎖

※11/9から冬季閉園

Facebook
（最新情報をお知らせ
しています）
みんなで育てました！

HP

発見！町内アーティスト探訪記

Vol.1 川村 芽惟さん

Twitter

Twitterは、現地
の天気など、
リア
ルタイムな情報
を知りたい時に
使うとGOOD！
！

斜里町にはどんな芸術家がいるんだろう？
町内の芸術家事情を突撃取材し、特集します。

東京藝術大学にて美術を専攻していた川村さん。ツーリングで度々訪れていた斜里
のやさしく温かい町民性に惹かれ、卒業後すぐに移住しました。移住後は狩猟免許も取
得。ハンターとして暮らす中で、厳しい自然環境にさらされる北海道での生活、人々の暮
らしや動物たちの営みに美しさを感じ、移住。刺繍や縫い物などの制作を通じて、生命
や身体といったテーマを追求しています。

【癒しのアイテム】
＝かためのプリン
【キーワード】
＃ライフスタイル＝アート
＃狩猟生活
＃刺繍

←
最近作った新キャラクター！
その名も、
「お手上げサーモンズ」
「ズ」なのに、一人なのが愛
らしさを増しています。

７

Instagram

Twitter
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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/

斜里絵手紙サークル 作品展

□演奏曲 ・カイト・ハルノヒ・エルクンバンチェロ
・星影のエール・さくらのうた 他

今年も新型コロナウイルス

□料 金 無料・入場整理券を配布します。

の影響で例会は休みが多く、

※ 客席は1席空けとなります。

会員は自宅で絵手紙を描き出

□配布場所 斜里高校・ゆめホール知床

し合うことで交流を深めてき

◆問合せ 斜里高等学校 澤本・高谷（23-2145）

ました。
逢えない日が続く中、作品

生きがい大学 大学祭

を通して、お互いの近況や状
態を知ることができ、描く楽

新型コロナウイルスの拡大状況によっては、舞台発

しさや相手を想う気持ちを強く感じることができま

表を一般公開できない場合がありますので、最新の情

した。

報はゆめホールに確かめてください。

今年は「知床に生きる」がテーマです。知床に息

【展示発表】

づく動植物や人を、共に生きるものとして紹介した
り、オリンピックとパラリンピックの感動を絵手紙
にのせています。一枚一枚ゆっくり見てください。
□期

間

10月6日（水）13:00〜 17日（日）

□場

所

ゆめホール知床

◆問合せ

時

10月21日（木）〜11月10日（水）

□場

所

ゆめホール知床 ロビー

【舞台発表】

ロビー

知床斜里絵手紙サークル

□日

時

10月28日（木）

□場

所

ゆめホール知床 文化ホール

◆問合せ

横浜 伸子（090-5071-5668）

斜里高等学校 吹奏楽部

□日

ゆめホール知床 （22-2222）

第 62 回 町民文化祭

第43回 定期演奏会

昨年はコロナの影響で展示部門のみだった文化祭。

斜里高校吹奏楽部は現在7名

今年は展示・舞台発表ともに開催します。

で活動中です。7月の北見地区吹

現在、客席の利用方法とオンライン配信について検

奏楽コンクールには、清里高校吹

討中です。詳しくは来月おじろ通信、あるいは折込みチ

奏楽部と合同で出場し、金賞を受

ラシでお知らせします。

賞することができました。

文化祭は文化連盟に加盟していないグループや個

今年は昨年に続きコロナ禍で演奏の機会がほとん

人も参加できます。参加希望者は事務局へ申込みを。

どありませんでしたが、年に一度の定期演奏会を地域

→締切10月15日
（金）

の皆さんが楽しんでくださるよう、全力集中で準備して

【展示部門】

います。
演奏会は共に切磋琢磨してきた清里高校吹奏楽部
や、地元の先輩である斜里吹奏楽団との合同ステージ

□期

間

11月27日
（土）〜12月3日
（金）

□場

所

ゆめホール知床 ロビー・ホワイエ

【舞台部門】

を設けて、吹奏楽の魅力をたっぷりお聞かせします。

□日 時

11月28日
（日） 開演13:00

□日 時 10月10日
（日） 開場17:30 開演18:00

□場

ゆめホール知床

□場 所 ゆめホール知床 文化ホール

◆問合せ

□演奏曲 ・鬼姫〜ある美しき幻影

所

文化ホール

斜里町文化連盟事務局
本宮 尚孝（090-2811-9688）

（コンクール金賞受賞曲）

石川 昭子（090-3019-6633）
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文化団体 の 暗中模索（７） 斜里町文化連盟
今年第62回を数える町民文化祭

町民文化祭の歴史

は、年に一回の開催なので、62年前
に始まったと計算すれば簡単です
が、実はそうではありません。

右写真の斜里町文化連盟（以下 文連）周年記念誌によると、昭和23
年、24年に「産業文化展覧会」の名前で、生け花や盆栽、
ストーンサーク
ルの出土品、書画骨董などの品々を展示したことを、文化祭の始まりと
カウントしています。
その後13年間空白があり、
「文化祭」
と銘打って復活したのは昭和37

斜里町文化連盟記念誌
左から15周年・40周年・50周年

年。以来毎年開催されています。
ということで、文化祭は第62回といっても、昭和23年から実に74年、
長い歴史を紡いできたことになります。
この大切な文化の糸を、たかだか2年のコロナウイルスで途切れさ
せるわけにはいきません。昨年の文化祭は展示部門のみの発表でし
たが、今年は舞台部門もそろって開催したいと準備を進めています。
文連事務局の本宮さんに話を伺いました。

昨年、第61回文化祭 茫彩会展示作品
茫彩会は、昭和37年から文化祭に参加している

ゆ） コロナの影響がこれほどまで長く続き、文連に

ゆ） 文化祭でオンライン配信を活用することに、期

加盟する単位会さんの活動の変化をどのように

待はありますか？

感じ ていますか？

本） 究極のところ、無観客でも舞台発表を配信でき

本） コロナ禍でも展示部門の単位会は比較的活動

るのはメリットなのですが、
そもそも
「観客」
という

ができている様子ですが、舞台系では集まること

のは「舞台」
を構成するうえで欠かせない要素の

さえなかなかできない単位会もあります。

一つです。
「演者」がカメラの向こう側に居る観客

しかし、町民のワクチン接種も一段落したので、

を感じられるのか、僕にはまだわかりません。

不安だらけだった1年前とは違い、明るい兆しを

ゆめホールに配信機材が導入されるのですか

感じます。

ら、今年の町民文化祭（有観客で実施予定です）

ただし、
コロナ前のようには戻らないかもしれ

で、ゆめホール側とオンライン配信の在り方を模

ません。活動方法の見直しなど、気持ちの切り替え

索していくつもりです。

が必要なのだと思います。

著作権の問題など課題は多いですが、
この先、

ゆ） まさに模索中の文化祭について課題は？

ゆめホールで発表する皆さんのノウハウの蓄積

本） 町民文化祭は日頃から精進されている各単位

になればと思っています。

会の貴重な発表の場だと思っています。年に一度

ゆ） コロナ禍で文連の役割はどのように考えますか？

の参加を楽しみにされている人も多いので、なん

本） コロナ禍でも変わらず日常は過ぎていきます。

とか実施したい。

その中で、
日々楽しみとしている趣味をコツコツと

しかしながら、昨年は客席と舞台裏でのコロナ

続けている皆さん、単位会の集合体が文化連盟で

対策に割く人手を確保できず、展示部門のみの開

す。文連が特別何かをできるわけではありません

催となりました。今年度は可能な範囲で舞台発表

が、皆さんの活動がいつまでも愉しく続けられる

も行いたいと考えていますが、舞台裏の人手の確

よう、陰ながらお手伝いできたらと思っています。

保が課題です。
9

2021.10.01

10

斜里町生涯学習カレンダー

2021

日
日

月

火

水

木

金
1

土
土
2
【第3回】舞台公演
オンライン配信入門
講座(ゆ)

3

休館日
(ゆ/図/博/プ)

10
10

6

5

4

Letʼs BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

斜里高吹奏楽部
休館日
第43回定期演奏会 (ゆ/図/博/プ)
（ゆ）

17
17

18

学校祭（ウ）

休館日
(ゆ/図/博/プ)

Letʼs BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

14

21

16
おはなしの
花ばたけ（図）
文化祭（斜中）

22

23

29

30

おはなし
ガーデン（図）

27

26

25

知床半島の成り立 休館日
ちを知ろう！
（博） (ゆ/図/博/プ)

15

休館日(パ)

Letʼs BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

文化祭（斜中）

24
24

9
天体観察会
「惑星と秋の星座」
（博）

ミドルシニア水中 休館日(パ)
エクササイズ講座
おはなし
（プ）
ガーデン（図）

20

19

8

ミドルシニア水中 休館日(パ)
エクササイズ講座
おはなし
（プ）
ガーデン（図）

13

12

11

7

28
休館日(パ)

Letʼs BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

おはなし
ガーデン（図）

31
31

利用最終日
（プ/パ）

生きがい大学

学芸会（斜小）

大学祭舞台発表（ゆ）

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
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

今月の展示
図書館

■サイコロで挑戦！雑誌プレゼント企画
■朝日小4年生おススメ本展示
■今月の展示

10月26日
（火）〜11月14日
（日）

10月15日
（金）午前中まで

10月1日
（金）〜10月31日
（日）

・小学生向けおすすめ本 「ふわもこアニマル大集合」 ・中高生向けおすすめ本 「自分を守る法律の知識」
博物館

・働く大人サポート課 「ビジネス書受賞作品展」

・スポットライト 「世界の名建築」

■収蔵資料展示「資料で見る昭和の子供たち」 11月28日
（日）
まで
■ロビー展「はた織の会作品展」 10月23日
（土）
まで

ゆめホール

■ロビー展「光陽書道同好会会員作品展示」 10月2日
（土）
まで
■ロビー展「斜里絵手紙サークル 作品展」10月6日
（水）13:00〜10月17日
（日）
■ロビー展「生きがい大学 大学祭（展示発表）」 10月21日
（木）〜11月10日
（水）
まで
■おはようランニング

10月2日
（土）
まで
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