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私たちが出展、出演します

第62回 町民文化祭　「いよっ！ 待ってました！」

【展示部門】
　□展示期間　11月27日（土）

                              　～12月3日（金）16:00まで

                             斜里高校華道部展示は27日28日のみ

　□場所             ゆめホール知床公民館ホール

【舞台部門】
　□日　時　　11月28日（日）

　　　　　　　13:00～16:00

　□場　所　　ゆめホール知床

　　　　　　　文化ホール

　それぞれの写真は、文化祭に出展、出演する皆さんの例

会の様子です。コロナ禍ではこの「普段の活動」を続けるこ

とが容易ではありませんでした。

　文化祭は出展、出演する皆さんにとって「ハレ」の日です。

この「ハレ」は年中行事や祭礼などの「非日常」の意、そして

「ハレ」にたいする普段通りの日常を表す言葉を「ケ」とい

います。

　「ハレ」は「ケ」の先に繋がってあるもの。コロナ禍で「ケ」

の活動を続け、展示部門、舞台部門揃って開催する第62回

町民文化祭は、ピッカピカの「ハレ」です！

※ 写真は全ての出展・出演者ではありません。文化祭については8ページもあわせてご覧ください。
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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

ご家庭でのWi-Fi環境等の調査結果について

調査結果

アンケート回収状況　対象世帯数：536世帯　回答世帯数：501世帯（93.5％）
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　調査にご協力いただきありがとうございました。

　すでに端末の持ち帰りを試験的に行っている学校もあります。Wi-Fi環境が無いご家庭には斜里町教育委

員会からWi-Fiルーターの貸出を行っていますが、一時的な措置となりますので、引き続きご家庭でのWi-Fiの

整備に関して、ご理解ご協力をお願いします。

調査名「ご家庭でのWi-Fi環境等の調査」
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【質問1】

 ご家庭にWi-Fi環境はありますか？

（モバイルWi-Fiルーターも含む）

【質問2】

Wi-Fi環境がないと回答した場合、今後Wi-Fi環境

を整備する予定がありますか？

【質問3】　（質問2で「ある」と回答した14世帯）

整備はいつごろの予定ですか？

【質問4】（質問2で「ない」と回答した19世帯）

理由について当てはまる項目を選択してください。
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　昨年度末より、町内の児童生徒に1人1台のパソコン端末（クロームブック）を整備しており、その活用方法の一つと

して、災害時や感染症予防のための臨時休校時などに、ご家庭に持ち帰り、オンラインでの授業や課題に取り組むこ

とで、学習の保障を行います。この場合、「Wi-Fi環境」が整備されていることが必要となりますが、7月～8月に各ご家庭

の状況を調査させていただきましたので、その結果をお知らせします。



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

11月の休館日：1、8、15、22、29日（月）と

3日（水）、23日（火）の祝日

　斜里町在住の登山ガイド伊藤典子さん、ナチュラ

リストの能勢峰・理恵夫妻により、写真や動画でア

ラスカの自然の様子を紹介します。アラスカにある

北米最高峰デナリ山登頂、ヒグマやナキウサギ、ヤ

ナギラン、デナリ山麓の自然の様子など、知床とは

ひと味違う山岳や氷河に削られながらできた広大な

自然の風景をお楽しみください。

　□期間　11月6日（土）～ 12月5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。
北海道の石でキーホルダーを作ろう 

　黒耀石、ジャスパー、ヒスイをみがいてオリジナ

ルのキーホルダーを作ってみましょう。

　□日時　11月21日（日）10:00 ～ 12:00

　□参加費　大人400円（材料費含む）

　　　　　　中学生以下と協力会員は無料

　□定員　8名まで　※要申込み

　□講師　合地学芸員

　□服装等　汚れても良い服装、事前に爪を切ってお

　　　　　いてください。

博物館講座

氷河の山とツンドラの大地
～アラスカ・デナリ～

ロビー展

　農業資料等収蔵施設は、旧朱円小学校を活用した

博物館資料の収蔵施設です。農機具や漁具、生活の

道具や学校の資料など、収蔵資料と一部の展示ス

ペースを公開します。この機会にどうぞご覧くださ

い。町内在住で地域の昔の農業に詳しい近藤正純さ

んの解説も2回実施します。

　□日時　11月13日（土）9:00 ～ 16:00

　□解説　①10:00 ～　②14:00 ～（各40分程度）

　□場所　斜里町朱円32番地農業資料等収蔵施設

　□参加費　無料、申込み不要（当日先着20名まで）

　※暖かい服装でお越しください。

農業資料等収蔵施設（旧朱円小学校）
施設公開 クイズラリーの様子

部分月食観察会
天体観察会

　今年の5月に皆既月食が観察されました。今回も

月の98％が欠ける月食が観察できます。赤銅色にな

る月を観察しましょう。

　□日時　11月19日（金）17:30～18:30※悪天中止

　□場所　博物館前庭（天体ドームも使います）

　□参加費　無料

　□定員　20名　※要申込み

　□講師　村上館長、合地学芸員

　※小中学生は保護者の送迎。幼児は保護者同伴を

　　お願いします。

　※暖かい服装でお越しください。

アラスカ・デナリ山登頂の様子

令和2年度施設公開の様子
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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 https://www.town.shari.hokkaido.jp/
　　　　　　　　kosodate_kyoiku_bunka_sports/1841.html

2021.11.01

□期　間　11 月2日 ( 火 ) ～ 11 月30日 ( 火 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本

　かっぱや天狗などの日

本の妖怪や、ゾンビなど

世界の魔物が出てくる本

を展示します。

　「実りの秋・くだもの特集」
　あなたの好きな果物はなんですか ?　果物の

育て方から、その歴史や基礎知識のほか、料理

やお菓子への調理法、保存・加工のレシピ本な

ど、おいしい果物をすみから

すみまで楽しむための本を展

示します。

スポットライト

　「伝統行事と冠婚葬祭」
　コロナ禍でいつもの行事ができない中、あら

ためて大切にしてきた行事の意義や目的を問い

直してみませんか。日本の年中行事や記念日の

関係本、冠婚葬祭についての本を展示します。

働く大人サポート課

　「月のロマンに思いを馳せる」
　11 月は「月」に関する天文現象に注目 !　8

日昼間に月が金星を隠す「金星食」が、19 日

夕方より月の大部分が地球の影に入る「部分月

食」が起こります。月や天体観測の本を読んで、

月のロマンに思いを馳せてみませんか ?　関連

する本を展示します。

中高生向けおすすめ本

「サイコロで挑戦！雑誌プレゼント企画」
　　　　　　　　　　　　　開催中！
　2021・第75回読

書週間に合わせて、

保存期限の切れた雑

誌のプレゼント企画

を行います。

　期間中、図書館で

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。

　1～10の出た目が「その日に図書館で借りた本

の資料バーコードの末尾の数字」と同じ数字だっ

たら、お好きな雑誌を1セット(2～3冊)プレゼント

します!

　雑誌は種類は選べますが、巻号は選べません。

　たくさん本を借りれば当たる確率が上がりま

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

とができます。

　この機会に、いつもは手に取らない本もぜひ見

てみてください。

　合わせて、期間中に同じ図書館カードで企画に

参加した貸出レシートを3枚集めると、サイコロ

の出目が当たらなくても雑誌1セットをプレゼン

トします。

　期間中、複数回の挑戦もお待ちしています!

□期　間　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

　　　　　※プレゼントする雑誌は、

　　　　　　一般向けのものです。

◆問合せ　図書館(23-3311)

　　　　　または図書館カウンターまで

　「日本の妖怪、世界の魔物」

秋の図書館特別イベント
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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　11 月 20 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。

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　11 月 4日、11 日、18 日、25 日

　　　　　　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

※都合により急きょお休みする可能性があります。

親子15分読書セット・親子えほんセット
　　　　　　　　　　　リニューアル！
　小学生の親子向け2冊セット本「親子15分読書セ

ット」と0～5才の小さいお子さん向け3冊セット本

「親子えほんセット」の内容が新しくなりまし

た。

　もう気になるセットは読んでしまった方も、ま

だ手にとったことのない方もぜひ新しくなった読

書セットをお家でのコミュニケーションにご活用

ください。

森沢　明夫／著　講談社

今月のオススメ新刊本 (文学)
『本が紡いだ五つの奇跡』

　仕事がなかなかうまくいかな

い女性編集者の最後のチャレン

ジで実現した新作小説。その小

説が人々を気持ちを奇跡のよう

に紡いでいく…。本に関わった5

人の物語。『小説現代』連載を

単行本化。(TRC『週刊新刊全点

案内』より)

9月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■塩川　輝起　様 ( 青葉町 )

■髙橋　五月　様 ( 本町 )

■保村　浩二　様 ( 本町 )

■米山　靖　様 ( 豊倉 )

■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】

　○監禁／秋吉　理香子

　〇旅のない／上田　岳弘

　〇月と日の后／冲方　丁

　〇たそがれ大食堂／坂井　希久子

　〇廃遊園地の殺人／斜線堂　有紀

　〇アルテミスの涙／下村　敦史

　〇わたしたちに手を出すな

　　　　　　　　　　　　／ウィリアム　ボイル

【実用書】

　〇陰陽師の解剖図鑑／川合　章子

　〇きらめきの国ギリシャへ／萩原　紀世美

　〇消えた「四島返還」／北海道新聞社

　〇漢方的おうち健診／櫻井　大典

　〇フランス流品格の磨き方／宝島社

　〇良いFAQの書き方／樋口　恵一郎

　〇相撲絵師／琴剣　淳弥

【児童書】

　○ぼくらのスクープ／赤羽　じゅんこ

　○ヘンテコおりがみ／笹川　勇

　〇しらべるちがいのずかん／おかべ　たかし

【絵本】

　○とことことこ／やまだ　だり

　○ヒグマの旅／二神　慎之介

　〇いちにちだじゃれ／ふくべ　あきひろ
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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

　学芸会準備のため、下記の期間は利用禁止となり

ます。

　□朝日小学校

　　11月1日(月)～4日(木)　　　   半面使用禁止

　　11月5日(金)～11月24日(水)　全面使用禁止　　

　◆問合せ　ゆめホール知床 （22-2222）

　
　屋外各施設の利用について
　今年度もたくさんの方に利用いただいた、海洋セ

ンタープールや次の屋外施設が10月末日で利用終了

となりました。ご利用ありがとうございました。

　□10月31日（日）利用終了

　・B&G海洋センタープール・野球場・陸上競技場

　・町民公園及びシーサイドパークゴルフ場　

　・陸上競技ロード12kmキロ数標識を撤去　

　◆問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター　(23-2911)

　　　　　　ゆめホール知床　　　(22-2222)
　
　学校開放利用に関するお知らせ

コート

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ
バレーボー
ル少年団

バドミント
ンクラブ

バレーボー
ル少年団

バドミント
ンクラブ

火曜日 木曜日

ピンポンクラブ

ママさんピンポン

ピンポンクラブ

ママさんピンポン

パンチングテニス

水曜日

午
前

午
後

夜
間

月曜日

バドミントン友の会

日曜日金曜日

パンチングテニス

土曜日

ピンポンクラブ

バレーボール少年団

バドミントン友の会

バドミントンクラブ

バドミントン友の会 バドミントンクラブ

知床斜里
ランニングクラブ

卓球少年団

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
(１２月～３月） (１２月～３月）

＊

　下記のとおり、令和3年度後期Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館の定期利用団体が決定しましたので、お知らせし

ます。なお、新たに団体利用を検討している方は、下記の表の団体利用可能時間帯（＊）を参考の上、ご相

談ください。※土・日・祝祭日は9:00～17:00までの開館となります。

　◆問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター（23-2911）・ゆめホール知床（22-2222）

　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　後期定期利用団体が決まりました

　 斜里スキースポーツ少年団団員募集！
　スキースポーツ少年団は知床の大自然の中、ス

キーを通じて雪と親しみ、心身の健全な育成とス

キー技術の向上を目的として活動しています。

　一般的な基礎スキークラスの他にタイムを競う

レーシングチームと、滑走種目の採点数を競う技術

選チームがあり、上位大会を目指しています。

　好きなカテゴリーを選択して活動できますので、

多くの仲間と、そして雪とあそんでみませんか？

　□活動期間　1月上旬～3月上旬

　□活 動 日   毎週土曜　13:30～15:30

　　　　　　　毎週日曜　10:00～15:30

　※コロナ感染症対策により、変更する場合あり

　※レーシング、技術選チームは平日ナイター活動あり

　□活動場所　ウナベツスキー場　

　□入団説明会　令和3年11月17日(水)18:30

　　　　　　　ゆめホール知床　会議室1　

　　　　　　　※新規入団員・検討者の保護者対象

　◆問合せ　　加藤敏弘（090-8638-0008）

　　　　　　　　　　　

　



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/

2021.11.01

７

ASUKA ISHII & MAKIKO GOTO 
　　　　　　EXHIBITION  「RIMSE」

知床自然センター

　前展示「Sinotca」から2年、石井明日香＆ごとう

まきこによる二人展を再び開催します。

　自然の中に立った時、体の奥から湧き出る歌や踊

り、物語…。そんな目に見えない思いや気配を絵に

託して形にする、二人の世界をお楽しみ下さい。

　□期　間　11月28日（日）まで　9:00～16:00

　□場　所　知床自然センター内　ミニギャラリー

　□入場料　無料、予約不要

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

斜里ユースまちづくり委員会メンバー募集中！
成人式＆町おこし活動

　町内の若者サークル「斜里ユースまちづくり委員会」

は、成人式で卒業アルバムスライドショーの放映や司

会などの企画進行を行っています。そこで、今年も準

備を進めるにあたり、ともにアイデアを出し合える仲間

を募集します。成人式実行委員に興味のある新成人の

方はぜひご参加ください！お待ちしています！

　また、サークルでは、お祭りや交流イベントなど、町

おこし活動も企画しています。「若者同士で交流を深

めたい」「イベントで町内を盛り上げたい」思いを持っ

た方も大歓迎です。

　□代　表　田原七瀬

　◆問合せ　斜里ユースまちづくり委員会　事務局

　　　　　　（22-2222）

聖火イベントでの企画 汗をかきながら走り回った
ドライブスルーイベント！

発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.2 北山 ゆうき さん 

取材中、絵本の原画や製作したグッズなどを見せていただきました。

Instagram

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。

素敵なイラストのおしらせカード

　多くのインクと絵本に囲まれ、まるでジブリ作品の世界に踏み込んだようなおしゃれ

な作業部屋。大阪出身の北山さんは、15年間の教員生活の中で、絵本作家への夢を抱

き、独学で製作を開始。5年前には札幌市での「第1回さっぽろ絵本グランプリ」で見事グ

ランプリを受賞しました。製作までに多くの取材を重ね、取材対象の雰囲気を壊さない

ように表現する丁寧な製作には、並々ならぬ努力を感じます。

　現在制作中の絵本に込める想いは子供たちに「ユーモアを交えることで楽しく学んで

欲しい」こと。色鮮やかな世界感の中で、キャラクターのふとしたズッコケ感やツッコミ

ポイントが素敵なアクセントとなっています。

【ロゴマーク】

【癒しのアイテム】
＝歯ごたえのあるおやつ

【キーワード】
＃絵本作家
＃アクリルインク
＃イラスト

【ロゴマーク】

【癒しのアイテム】
＝歯ごたえのあるおやつ

【キーワード】
＃絵本作家
＃アクリルインク
＃イラスト

Yuki Kitayama



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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斜里中学校吹奏楽部

　昨年に続き今年度も、新型コロナウィ

ルス感染拡大に伴い、吹奏楽部はイベン
ト等で演奏する機会を失いました。お客
さんの拍手や笑顔が部員たちの原動力だ
っただけに、残念な気持ちでいっぱいです。
　しかしこの状況でもあきらめず練習を続け、9月
末に緊急事態宣言が解除となってからは部活動が再
開。先輩から受け継いできた定期演奏会を、途切れ
ることなく第 39 回に繋げることができ、部員 31 名、
練習に熱が入ります。今年度初めて町民の前で演奏
する部員たちに、1年分の拍手を！
　会場では感染症予防に協力をお願いします。

　□期　間　11月7日（日）開場17:00　開演17:30

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　　　　　　※客席は1席空け使用です

　□内　容　ジブリメドレー・Let’s Swing　他

　□料　金　無料　※入場整理券を配布します

　□取扱所　ゆめホール知床（限定30枚）

　◆問合せ　斜里中学校   橋本・伊藤（23-3212）

第 62回 町民文化祭

【舞台部門】
　□日　時　11月28日（日）   開場12:30   開演13:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　□料　金　無料　※入場整理券を配布します
　　　　　　11月10日（水）から配布　　　　　　
　□配布所　ゆめホール知床・ウトロ支所

　9月末に緊急事態宣言が解除になり、いっきに文化

祭準備が進みました。舞台部門に出演することを決め

かねていた団体や、開催を不安視していた団体の練習

が本番想定にギアチェンジ！ 

　2年ぶりに展示部門・舞台部門揃って開催する町民

文化祭です。盛り上がりましょう。

　なお、舞台部門の一部演目はオンライン配信をしま

す。受信の仕方や出演団体の情報は、文化祭1週間前

の新聞折込みチラシでお知らせします。

西川悟平 コンサート＆トークショー  
東京パラリンピック閉会式で感動の渦

　東京パラリンピックの閉会式でフィナーレを飾った

ピアニスト西川悟平氏。記憶の人はいるでしょう。

　西川氏は華々しくニューヨークでデビューしたもの

の、指が動かなくなる難病のジストニアを発症し、一時

は両手の演奏機能を失い、今も動く指は右手の5本と

左手の2本です。3分の曲を弾けるまでに7年かかった

という気が遠くなる時間と練習。彼を突き動かしていっ

たものは何だったのでしょう。

　実際に西川氏のコンサートを聴いた上元さんが、ぜ

ひ斜里の子どもたち、皆さんに聴いてほしいと実行委

員会を立ち上げました。全国の子どもたちに会いに行

くことが夢と語る西川氏を、いち早く斜里に招きます。

　目を閉じて一音一音に耳を傾けてください。

　□日　時　12月12日（日）　開場13:30　開演14:00

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　□料　金　一般2,500円、小中高生1,500円

                         ※ 当日各300円増

　　　　　　※ 全席指定、客席は1席空け使用です　

　　　　　　※ 未就学児の入場はご遠慮ください

　□チケット発売　11月7日（日）から

　□取扱所　ゆめホール知床

　◆問合せ　西川悟平コンサート実行委員会

　　　　　　上元いづみ（080-5650-6422）

第 39回定期演奏会  【展示部門】
　□期　間　11月27日（土）～12月3日（金）16:00まで

　　※斜里高校華道部展示は、11月27日・28日のみ

　□場　所　ゆめホール知床　ロビー・ホワイエ

　◆問合せ　斜里町文化連盟事務局

　　　　　　本宮 尚孝  （090-2811-9688）

　　　　　　石川 昭子  （090-3019-6633）
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文化団体 の 暗中模索（８）　音楽部

　「音楽部」？ 初めて耳にする
名前です。
　学校の部活動を思わせるス
トレートな名前ですが、いった
いどんな活動をしているので
しょう。
　「音楽部」は今年、文化連盟に新しく加盟し、町民文
化祭に初出演します。会員の固定化や高齢化が課題と
なっている単位会が多い中、若いメンバーで新たに入
る団体は貴重な存在です。
　代表の菅野 勉さんに話を伺いました。
ゆ）　「音楽部」というネーミングは、ひとむかし前の
　「軽音グループ」をイメージしますが、どんな音楽を
　演奏されるのですか？
菅）　ジャンルは決まっていません。呼ばれて演奏する
　ことが多いので、その主催者の意向や、聴いてくださ
　るお客さん層によって選曲します。
ゆ）　呼ばれるとは？
菅）　今はコロナの影響で出演は無いのですが、ウト
　ロのホテルの立食パーティーやイベントの余興に
　呼ばれて、30分くらい時間をいただいて演奏してい
　ました。

ゆ）　すごい！プロ並みですね。メンバーは？
菅）　ギター1人、サックス2人、ベース1人、そして私は
　ドラムです。他にマリンバが加わることがあります。
　それぞれ仕事があるので、メンバーは固定ではなく
　タイミングが合えばいっしょに演奏します。
ゆ）　「音楽部」結成のきっかけは何ですか？
菅）　私が中学生の時にゆめホールが建ったのです
　が、高校生になって友達とバンド活動をしていたと
　き、無料でリハーサル室を使わせてもらったり、公民
　館ホールでライブをしました。高校生だったのです
　ごくありがたかったです。その後、私は札幌で音楽を
　学び、斜里に戻ってからは、町に恩返しがしたいと思
　って仲間と音楽活動を始めました。
　　メンバーはそれぞれ教えられる技量をもっている
　ので、大人でも子どもでも、音楽に興味をもってもら
　えたら、いっしょに活動したいと思っています。
ゆ）　ゆめホールの存在が菅野さんの音楽活動の根
　幹にあって、恩返しをしたいと言ってくださるのはホ
　ール冥利に尽きます。
　　今年はまだコロナの影響で例年より出演者が少
　ないそうです。音楽部の演奏で、文化祭を盛り上げ
　てください。

　「令和 4年斜里町成人式」は、新型コロナウィ

ルス感染拡大予防の観点から、式典の時間短縮

と、内容を簡素化して開催する予定です。

　成人式には、現在は斜里を離れ住民票が斜里

町にない人も参加することができます。

　参加を希望する新成人 ( ご家族 ) は 11 月 30 日

（火）までにゆめホール知床へお申込みください。

　なお、斜里町に住民票がある対象者はあらた

めての申込みは必要ありません。

□成人式　令和 4年 1月 9日（日）

                     受付 12:30 から　開式 13:00

□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

□対象者　平成 13 年（2001 年）4月 2日から

　　　　　平成  14 年（2002 年）4月 1日

　　　　　　　　　　　　　　の間に生まれた人

◆問合せ・申込み：ゆめホール知床  (22-2222)

令和4年 斜里町成人式   受付を始めます「民謡をたずねて」 詳細は
　　　　　11月中旬 に発表予定 

NHK FMラジオ番組 公開収録 

　NHK -FMラジオで放送中の番組

「民謡をたずねて」の公開収録を、

1月ゆめホールで行います。

　この番組は、日本を代表する民謡

歌手が、地元をはじめ全国各地の民

謡の魅力をたっぷりご紹介する番組です。

　出演歌手、公演時間、観覧申込みの方法など詳しくは

11月中旬にNHKラジオ、ホームページ、新聞などで発表

予定です。

　□公開収録日　令和4年1月22日（土）

　□収録場所　　ゆめホール知床　文化ホール

　◆問合せ　NHK北見放送局　（0157-23-4181）



図書館

博物館

ゆめホール

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/武…斜里町武道館
　　　　　　ス…スケートリンク/ウナ…ウナベツスキー場
＜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

■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　「氷河の山とツンドラの大地～アラスカ・デナリ～」
　　　　　　11月6日（土）～12月5日（日）
■「生きがい大学 大学祭 作品展示」　11月10日（水）まで
■「オホーツク北方領土 パネル展」 11月14日（日）～23日（火）14：00まで

■サイコロで挑戦！雑誌プレゼント企画　11月14日（日）まで
■今月の展示　11月2日（火）～30日（火）
　・小学生向けおすすめ本　「日本の妖怪、世界の魔物」
　・中高生向けおすすめ本　「月のロマンに思いを馳せる」
　・働く大人サポート課　　「伝統行事と冠婚葬祭」
　・スポットライト　　　　　「実りの秋・くだもの特集」

第39回定期演奏会
斜里中学校吹奏楽部

■日　時　11月7日（日）

　　　　　開場17:00 開演17:30

■場　所　ゆめホール知床 文化ホール

■料　金　無料　※要入場整理券

■取扱所　ゆめホール知床（限定30枚）

◆問合せ　斜里中学校 

　　　　　橋本・伊藤（23-3212）

西川悟平 
コンサート＆トークショー
■日　時   12月12日（日）
　　　　　開場13:30 開演14:00
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール
■料　金　一般2,500円 小中高生1,500円
　　　　　※当日300円増、全席指定
■チケット　11月7日（日）から発売
■取扱所　ゆめホール知床
◆問合せ　西川悟平コンサート実行委員会
　　　　　上元いづみ（080-5650-6422）

チケット取扱い情報

第62回町民文化祭
■日　時　11月28日（日）

　　　　　開場12:30 開演13:00

■場　所　ゆめホール知床 文化ホール

■料　金　無料　※要入場整理券

■整理券　11月10日（水）から配布　

■取扱所　ゆめホール知床・ウトロ支所

◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

ゆめホール知床　9:00～17:00　月曜休館　（22-2222）

休館日(ゆ/図/博)

休館日(ゆ/図/博)

休館日(ゆ/図/博)

休館日(ゆ/図/博)

休館日(博)

休館日(博)

休館日(ゆ/図/博) 文化の日

勤労感謝の日

おはなし
ガーデン（図）

斜里町民顕彰（ゆ）

斜里中吹奏楽部
定期演奏会（ゆ）

はまなす保育園
お遊戯会（ゆ）

双葉保育園
お遊戯会（ゆ）

北海道の石でキー
ホルダーを作ろう
（博）

斜里町文化連盟
文化祭【舞台部門】
（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

農業資料等収蔵施
設（旧朱円小学校）
公開（博）

おはなし
ガーデン（図）

おはなし
ガーデン（図）

おはなしの
花ばたけ（図）

学芸会（朝小）

部分月食観察会
（博）

Let’s BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

Let’s BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

Let’s BEKIN！
〔美筋〕Vol.3(ゆ)

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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