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　斜里町のスポーツといえば「バレーボール」!   昨年度の第53回町民バレーボール大会は新型コロナウイル

ス感染症対策のため残念ながら中止となりましたが、今年度は検温、マスク着用、手指の消毒など感染症対

策をしっかり行って、参加者の皆さんの協力を得ながら、町民の親睦を深める町民バレーボール大会を開催

します。

　バレーボールはチームスポーツなので、一人が活躍しても勝てません。チームメイトの皆と喜びを分かち

合い、チームでボールを繋ぐことが勝利に繋がります。また、ネットにより２つのコートに分けられている

ので身体的接触がないことから、比較的怪我が少なく、年齢を問わずに楽しむことが出来る生涯スポーツと

して注目されています。

　さらに年齢、体力、ライフスタイルに応じて、楽しみながら健康・体力の向上を図ることはもちろん、人

と人や地域の繋がり、交流を深めることができます。「職場・自治会・部活動仲間・友人など」でチームを

編成して参加しませんか？

　年初めは町技「バレーボール」で汗を流しスポーツを通じて交流を図りましょう。

第54回「町民バレーボール大会」開催

□日　時　　1月23日（日）

　　　　　　開場・受付　7:45予定

　　　　　　競技開始　　8:30予定　

　　　　　　※参加チーム数によって試合方式　　

　　　　　　（リーグ戦またはトーナメント方式）

　　　　　　　及び試合数の変更あり

□会　場　　斜里中学校　第1体育館

□種　目　　9人制「男子の部」・「女子の部」

□参加資格　①斜里町在住の中学生以上の男女

　　　　　　②斜里町内で働いている方

　　　　　　③斜里町出身の方でオホーツク管内に

　　　　　　　居住の方　※変更要件

　　　　　　上記いずれかの条件を満たしている方

□会　議　　1月11日（火）19:00から「ゆめホール

　　　　　　会議室1」で代表者会議を行います。

□締　切　　12月19日（日）

□申込み　　①チーム名②監督名・選手名③代表者

　　　　　　選手の連絡先を記入して申し込んでく

　　　　　　ださい。

　　　　　　

                         ※前回大会に出場したチーム代表者の

　　　　　　　方に開催案内を送付します。

　　　　　　※今回初めて参加を検討しているチー

　　　　　　　ムの代表者は、主催者までご連絡く

　　　　　　　ださい。

□コロナ対策　換気、手指消毒、マスク着用（試合時

　　　　　　以外）、検温及び連絡先記入、応援者

　　　　　　は２階ギャラリーで観戦、会場内での

　　　　　　食事の禁止（水分補給は可）など。

□実施方法　参加申込書配布時にコロナ対策関係の

　　　　　　説明書類をお渡ししますので、チーム

　　　　　　内で情報を共有してください。

　　　　　　参加チーム数で試合形式が変わります

　　　　　　ので、申し込み終了後に各チーム代表

　　　　　　者へお知らせします。

□主　催　　斜里町教育委員会　

□運営協力　斜里町バレーボール協会

◆問合せ　　ゆめホール知床体育振興係(22-2222）



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

　

令和3年度「全国学力・学習状況調査」結果概要

小学校・義務教育学校6年生

　「全国学力・学習状況調査」とは、文部科学省が全国的に子どもたちの学力状況を把握するために小学6年生・中学3
年生・義務教育学校6・9年生を対象に実施している調査です。
　斜里町・斜里町教育委員会では、子どもたち一人一人が将来生きていく上で必要な学力をつけるた
めに、学力向上を重要な施策として位置付けており、学校・家庭・地域・教育委員会それぞれが情報を
共有し継続して取り組むため、調査結果（教科ごとの町平均値など）を公表しています。今回は学力を
中心にお知らせします。なお、詳細は斜里町教育委員会ホームページをご覧ください。

≪正答数の少ない層の割合≫　※下回ることが目標
　国語と算数の両方で全国・全道を上回る結果となり
ました。全国との比較では、国語と算数の両方で9.0以上
の差となり、特に国語の差が大きくなりました。　

≪平均正答率≫　※上回ることが目標
　国語と算数の両方で全国・全道を下回る結果となりま
した。全国との比較では、国語と算数の両方で6.0以上の差
となり、目標には届きませんでした。

≪平均正答率≫　※上回ることが目標
　国語と数学の両方で全国・全道を下回る結果となり
ましたが、国語の全国との比較では、目標としていた5.0
以内の差となりました。

≪正答数の少ない層の割合≫　※下回ることが目標
　国語と数学の両方で全国・全道を上回る結果となりま
した。全国との比較では、両方の教科で7.0以上の差とな
り、特に数学の差が大きくなりました。

中学校3年生・義務教育学校9年生

①令和3年度全国学力・学習状況調査の平均正答率において、全ての教科で全道を上回り、全国との差を5.0以下にする。
②学力が十分身についていない層への学習サポート等の取組を重点に行い、令和3年度全国学力学習状況調査において、「全国
　の正答数の少ない層」と同じ層が、全ての教科で全道を下回り、全国との差を5.0以下にする。
※「全国の正答数の少ない層」とは、全国の平均正答率で下位のおよそ、25%相当に含まれる正答問題数を基準として、その基準
　内に含まれる児童・生徒の割合を示したものです。

 【令和3年度の斜里町の学力向上に関する総括目標（斜里町学力向上推進計画より）】　　  　
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斜里町の子どもたちの学力は？

▲斜里町教育委員会ホーム
　ページのQRコード
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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

12月の休館日：6、13、20、27日（月）と28日

（火）の大掃除、29日（水）～1月3日（月）の年

末年始

　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・理恵夫妻による写真や動画を展示し、

アラスカの自然の様子を紹介します。北米最高峰デ

ナリ登頂、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

氷河に削られてできた広大な自然の風景をお楽しみく

ださい。

　□期　間　～ 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。

氷河の山とツンドラの大地
～アラスカ・デナリ～

ロビー展

　開催中のロビー展「氷河の山とツンドラの大地～ア

ラスカ・デナリ～」の企画者である伊藤典子さん、能

勢峰さん、能勢理恵さんによるギャラリートークを実

施します。アラスカの現地を訪れた際の様子やデナリ

山登頂の時のことなど、展示している写真や映像だけ

では伝わらないことをお話します。

　□日　時　12月5日（日）

　　　　　　1回目　10:00 ～ 10:40

　　　　　　2回目　14:00 ～ 14:40

　□場　所　交流記念館ホール

　□定　員　各回定員15名、要申込

　□参加費　無料

写真展「氷河の山とツンドラの大地～
アラスカ・デナリ～」の裏側

ギャラリートーク

ロビー展会場の様子

冬の樺太の暮らしを描いた絵葉書

　日本が統治していた時代の樺太（サハリン）で販

売されていた絵葉書を展示します。当時のサハリン

の街並みや森林、動物といった自然の様子など、さ

まざまな風景を伺い知ることができます。

　□期　間　12月11日（土）

　　　　　　～令和4年1月30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。

樺太（絵ハガキに見る樺太の記憶
～知られざる北の国境）

ロビー展

　2年ぶりに餅つき大会を開催します。例年では、

開館日（12月28日）に行いますが、参加しやすいよ

う12月26日（日）に実施します。新型コロナ対策の

ため、つき手は斜里町内の幼児、小中学生と博物館

関係者のみとします。また、ついた餅はその場で食

べず、持ち帰りとしますので加熱調理してお召し上

がりください。

　□日　時　12月26日（日）10:00 ～ 11:30

　□定　員　60名（要申込）

　□場　所　博物館前庭

　　　　　　※マスク着用でご参加ください。

餅つき大会（お持ち帰りのみ）
開館記念イベント

2021.12.01
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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

2021.12.01

□期　間　12月1日 ( 水 ) ～ 12月26日 (日 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本

　冬にとれる野菜を食べると、体を温めたり、

風邪をひきにくくなるなどうれしい効果がありま

す。おうちの人と一緒に作って、たくさん食べて、

寒さに負けない体を作ろう！　お料理の本を展

示します。

　「手作り年賀状」
　年賀状の準備はお済みですか？　手作りでオ

リジナルの年賀状を作りたいという人向けに、

参考になる本を集めました。年賀状のデザイン

の本のほか、筆字の書き方、写真の撮り方、絵

手紙やちぎり絵の本、印刷関係本など、さまざ

まなジャンルからおすすめ本を展示します。

スポットライト

　「言葉の移り変わり」
　毎年 12 月は新語・流行語大賞が発表される

時期。日々さまざまな言葉が生まれているいま、

その言葉の意味を学んでみませんか？　新語や

流行語に関する本のほか、言葉の移り変わりや

語源に関する本など、「ことば」にまつわる本

を展示します。

働く大人サポート課

　「美しい挿絵の世界」
　作品の世界観を表現した美しい挿絵がある

と、本の魅力は何倍にも膨らみます。文豪の名

作と人気イラストレーターのコラボレーション

「乙女の本棚」シリーズ ( 立東舎 ) や、挿絵画家

として活躍した中原淳一等の書籍を展示しま

す。

中高生向けおすすめ本

「クリスマス絵本展示」
　クリスマスの絵本を一挙に展示します。年に1

度の華やかな雰囲気を絵本でもお楽しみ下さい。

　□期　間　12月1日(水)～12月25日(土)

　□場　所　図書館エントランス 　「やさいを食べよう！」

北海道立図書館市町村支援事業
「体力向上・スポーツブックス展示」
　北海道立図書館市町村支援活動事業を利用し

て、学校の読書活動を支援する本のセット「体力

向上・スポーツブックス」を借り受けました。

　冬休み期間中は図書館で展示します。貸出はで

きませんので、館内でお楽しみください。

　□期　間　12月26日(日)～1月14日(金)

　□場　所　図書館エントランス　

蔵書点検による臨時休館
　図書館資料の点検を行うため、下記期間中貸出

業務を休止し、臨時休館とさせていただきます。

返却は図書館正面入口左側「本の返却ポスト」を

ご利用ください。ご登録されている小学生の放課

後図書館直接利用については、期間中利用できま

せんのでご注意ください。ご迷惑をおかけします

が、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　□期　間　令和4年1月18日(火)～1月21日(金)

「ダンボール織り機でしおりを作ろう！」
　ダンボールで作った織り機を使って毛糸をくる

くるかけてしおりを作ります。

　□日　時　1月7日(金) 13:00～15:00(予定)

　□場　所　図書館会議室

　□定　員　10名(小学生対象)

　□参加費　無料

　□持ち物　なし

　□受付開始　12月1日(水)※定員になり次第締切

　※参加する方はマスクの着用をお願いします。

冬休み図書館講座
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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　12 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。

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　12 月 2 日、9 日、16 日、23 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。

令和3年12月27日（月）～
　　　　　　　　令和4年1月3日（月）
　年内は12月26日(日)20:00まで開館し、年明けは

令和4年1月4日(火)10:00より開館します。

　本の返却は、図書館正面入口左側の本の返却ポ

ストをご利用ください。

小川　修一／著　育鵬社

今月のオススメ新刊本 (実用書)

『自衛隊はアフリカのジブチで
　　　　　　　　何をしているのか』

　ソマリア海賊の多発、イスラ

ムテロの見えない脅威のなか、

現場の自衛隊員は何をしている

のか?　海賊対処行動の現場での

経験をもつ著者が、現地での活

動や様々な人々との交流、隊員

の日常生活、ソマリア問題など

を描く。(TRC『週刊新刊全点案内』より)

10月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■有森　圭子　様 ( 東京都 )

■小荷田　行男　様 ( さいたま市 )

■塩川　輝起　様 ( 青葉町 )

■保村　浩二　様 ( 本町 )

■保村　正躬　様 ( 青葉町 )

■匿名希望の皆様

年末年始の休館日

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】

　○憂行日記／北　杜夫

　〇就活ザムライの大誤算／安藤　祐介

　〇デンデケ・アンコール／芦原　すなお

　〇久遠の島／乾石　智子

　〇小さい予言者／浮穴　みみ

　〇秋のカテドラル／遠藤　周作

　〇狙われた楽園／ジョン　グリシャム

【実用書】

　〇心はどこへ消えた?／東畑　開人

　〇団体旅行の文化史／山本　志乃

　〇魔女の庭／サンドラ　ローレンス

　〇本当に大事なことはほんの少し

　　　　　　　　　　　　　　　／ウー　ウェン

　〇庭にほしい木と草の本／草木屋

　〇スマートフォングラフィ／あああつし

　〇日本語をもっとつかまえろ！／飯間　浩明

【児童書】

　○アイドルが好き!／イノウエ　ミホコ

　○しゅくだいがっしょう／福田　岩緒

　〇道化者／トーマス　マン

【絵本】

　○チリとチリリよるのおはなし／どい　かや

　○だーっこだっこ／にへい　たもつ

　〇つきのばんにん／ゾシエンカ

2021.12.01
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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

　年末・年始休館のお知らせ

　□海洋センター体育館

　　12月29日(水)～1月3日(月)

　　※新年は1月4日(火)より開館となります。

　　なお、土曜日・日曜日・祝日は夜間休館です。

　□学校開放体育館

　　○斜里小学校

　　　12月29日(水)～1月5日(水)

　　○朝日小学校

　　　12月29日(水)～1月5日(水)

　　○知床ウトロ学校

　　　12月28日(火)～1月6日(木)

　　○斜里中学校

　　　12月29日(水) ～1月5日(水)

　□町営スケートリンク

　　　リンクはオープン前に新聞折込チラシで、お

　　知らせします。

　◆問合せ　スケートリンク管理棟（23-1775）

　　　　　　ゆめホール知床 体育振興係　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　（22-2222）

　歩くスキーは自然と触れ合いながらできる全身

運動で「有酸素運動」の一つです。

「有酸素運動」は心肺機能の向上や体脂肪の燃焼

に効果的だと言われています。ぜひ挑戦してみま

せんか？

　□用　具　スキー板・ストック・ブーツ　　　

　　　　（ブーツサイズは22センチ～29センチ）

　□料　金　 1セット300円（1日単位）　　　

　□申込み　 1月4日（火）から貸出し予定です。

 　　※ただし、降雪の状況により変動します。

 　◆問合せ　海洋センター（23－2911）

　歩くスキー貸出します！　B&G海洋センター体育館臨時休館

　斜里町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館は、アリーナの

ワックス清掃のため、以下の日程で臨時休館となり

ます。

　□清掃休館日　12月8日（水）全日

　◆問合せ　　　ゆめホール知床(22-2222)

　　　　　　　　海洋センター(23-2911)

　たくさんのフォロー・いいね！をお待ちしてます
　 フェイスブックページ開設中！

　ゆめホール知床体育振興係の「斜里町スポーツ情

報Facebook（フェイスブック）では、自主事業や

施設のオープンクローズ情報、学校体育館定期開放

利用、町内スポーツ団体等が取り組む各種イベント

や講座などの町内スポーツ情報を随時発信していま

す。ぜひご覧ください。

　フェイスブックを開いて

　  「斜里町教育委員会　スポーツ情報」 で検索　

　または下記QRコードをご利用ください。

斜里町スポーツ情報

フェイスブックページ

ＱＲコード



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/

2021.12.01

７

こども環境教室 in 図書館
COOL CHOICE in 斜里

　COOL CHOICE（賢い選択）とは、2030年度まで

に温室効果ガスの26%削減を目標に、国民全員で地

球温暖化対策を意識して行動していく取組みです。

　このイベントでは、クイズや絵探しなどのゲーム

を通じて、普段からどのような「賢い選択」が出来

るのかを学びます。

　体験型学習なので、難しいことはありません。

　ぜひ、気軽に参加してください！

　□期　間　12月4日（土）14:00～15:30

　□場　所　斜里町立図書館　会議室

　□参加費　無料

　□申込み　15名程度（小学生、親子参加可）

　□締め切り　12月3日（金）

　◆問合せ　役場環境課（26-8217）

あかしのぶこ原画展
知床自然センター

　11月に発行されたばかりの絵本「ちいさなかがくの

とも『あなほりくまさん』」の原画を展示します。他にも

知床財団オリジナル絵本「しれとこのきょうだいひぐま

ヌプとカナのおはなし」をはじめ、あかしさんの心温ま

る原画をご覧いただけます。

　□期間　11月15日（月）～1月10日（月）9:00～16:00

　□場所　知床自然センター企画展示室

　　　　　※入場無料、予約不要

　　　　　※12/28～1/3は休館

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

新作絵本
「あなほりくまさん」
（出版社：福音館書店）

発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.3 山田 真一（Airda）さん

Youtubeで作品公開中！

エアダ

製作環境は驚くほどコンパクトです

Twitter

　アンビエント音楽と山田さんの出会いは、多彩な音楽活動の中で生まれました。10代

でパンクロック演奏、20代でパソコンの打ち込み音楽の作曲を行う中でアンビエントを

知り、現在の作風に至ったそうです。「敷居を高くせず、町民の方に身近に聞いて欲しい」

という想いを胸に、最近は、町内で読書と音楽を合わせて楽しむイベントを開催したり、

町外の催しにもゲスト出演しています。

　ちなみに、アンビエントは環境音楽とも呼ばれます。山田さんによれば、「解釈は様々

ですが…。普通は音楽自体を主役に聴くのに対し、アンビエントは脇役。何かをしている

中で主役を邪魔せずに、引き立てる存在と考えています」とのこと。特定のメロディーや

リズムを持たず、雰囲気を添えるBGMの様な存在だそうです。活動名でもある「Airda」

も、空気感を示す「Air」と山田の「田」が合体して生まれたものだとか…。

　言葉ではなかなか難しく感じますが、まずは考えるな感じろ！です。気になる方はまず

「ながら聴き」してみてはどうでしょうか？

【癒しのこだわり】
＝風呂に浸って読む漫画

【キーワード】
＃アンビエント音楽
＃場と一体化した音楽
＃音楽活動

【癒しのこだわり】
＝風呂に浸って読む漫画

【キーワード】
＃アンビエント音楽
＃場と一体化した音楽
＃音楽活動

Airda
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西川悟平 コンサート＆トークショー  
夢をひとつずつ叶える

　西川悟平さんは2020東京パラリンピック閉会式を

飾った世界的ピアニストで、指が動かなくなる難病の

ため7本指で演奏しています。その「奇跡の響き」と夢

を追う生き方は、私たちに勇気と力を与えてくれます。

　□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

　□取扱所　ゆめホール知床・ウトロ支所

　　　　　　尾張屋時計楽器店

　◆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）

「民謡をたずねて」 公開収録
NHK FMラジオ番組 

　日本を代表する民謡歌手が民謡の魅力をたっぷり

紹介する番組「民謡をたずねて」を公開収録します。

　□収録日　　1月22日（土）   開場13:00　開演13:30

　□収録場所　ゆめホール知床　文化ホール

初心者向け手打ちそば講習会
　新そばの美味しい季節です。動脈硬化防止の栄養食

品として大注目のそば。講習会でそば打ちの全工程に

チャレンジしてみましょう。そば粉はもちろん斜里産です。

　□日　時　12月12 日（日） 9:30～13:30

　□場　所　ゆめホール知床　調理実習室

　□参加費　1,000円

　□定　員　10名（定員になり次第受付締切り）

　□申込み　12月10日（金）まで

　□持ち物　マスク・エプロン・三角巾・手拭きタ

　　　　　　オル・持ち帰りそば用容器

　◆申込み　知床手打ちそばやろう会

　　　　　    梅田 （23-4785）･澤目（23-1216）

　□出演者    【唄】佐々木理恵、横川裕子、小山みつな

　　　　　　　　福士あきみ、曾澤あゆみ、彩青

　　　　　　【津軽三味線】浅野祥、【尺八･笛】篁竜男

　　　　　　【鳴物】美鵬人子、美鵬マミ

　　　　　　【はやし詞】新津幸子、新津美恵子

　　　　　　《司会》北見放送局 後藤理アナウンサー

　□申込み　はがきに下記事項を記入し郵送する

　　【宛先】　〒060-8703

　　　　　　NHKエンタープライズ北海道

　　　　　　「民謡をたずねて」係

　　【はがき裏面】　（１）郵便番号

　　　　　　　　　（２）住所

　　　　　　　　　（３）名前

　　　　　　　　　（４）電話番号

　　　　　　　　　（５）観覧希望人数（2人まで）

　　※ NHKでは応募の際の情報を、抽選結果の連絡

　　　のほか、NHK受信契約者情報との照合、受信料

             のお願いに使用することがあります。

　□申込み締切り　12月21日（火）必着　

　□抽選結果　1月7日（金）ごろ通知発送

　◆問合せ　NHKエンタープライズ北海道

　　　　　　「民謡をたずねて」係  （011-207-2499）

　感染症対策として止むを得ず今年も一般観覧は設

けず、出演者の保護者と関係者のみの公開となります。

　□期　日　12月19日（日）

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　□出　演　《斜里町からの出演予定》

　　　　　　斜里ジュニアバンド・斜里中学校吹奏

　　　　　　楽部・斜里高校吹奏楽部・斜里吹奏楽団 

　◆問合せ　北見地区吹奏楽連盟 網走支部

　　　　　　網走小学校 酒井 康晴（0152-43-4391）

げいぶん支援事業

第33回 青少年吹奏楽フェスティバル 

　昨年のフェスティバルは、コロナの影響で斜里会場

と網走会場に分かれて行いましたが、今年は斜里･清

里･小清水･大空･網走の吹奏楽団体がゆめホールに

勢ぞろいします。

一般公開はなく関係者のみで行います
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文化団体 の 暗中模索（９）　西川悟平コンサート実行委員会

　「西川悟平コンサート実行委員会」が、12月12日（日）
の公演準備を進めています。
　ゆめホールが実行委員長の上元いづみさんから、
「西川さんのコンサートをしたいのですが…」と相談さ
れたのは9月の半ばです。緊急事態宣言の真っ只中で、
その先の公演を企画することはとても勇気がいること
です。
　ご自身にとって初めてづくしの公演主催。奔走する
上元さんに話を伺いました。
ゆ）　「（公演を）やれたらいいなあ」が、「やる！」にかわ
　った決め手は何ですか？
上）  東京で公演を観て感動し、実際に西川さんとお話
　をして、その人柄が親しみやすく、斜里でもコンサー
　トができたらいいなあと思いました。その後、パラリ
　ンピックの閉会式で西川さんが演奏されるのを見
　たとき、東京でお会いしたご縁は、「私に斜里で公演
　をしろと言っているんだ」と、思えてしまったんです。
ゆ）  天の声が聞こえたわけですね。それにしても思い
　立ってから3か月。超スピード公演ですね。
上）  コンサートは特に中高生に聴いてほしいと思って
　いますが、雪の1月2月、そして3月は受験生にとって
　忙しくなるので避けたいと考えていた時、12月のホ
　ールに急きょ空きができました。西川さんのスケジ
　ュールも都合よく、全てがいい方向に進みました。 

年末・年始 休館のお知らせ
□全館清掃のため　12月26日（日）・28日（火）

□月曜休館日　　　 12月27日（月）

□年末・年始のため  12月29日（水）～1月3日（月）

※通常開館は1月4日（火）からです。

◆問合せ　ゆめホール知床　（22-2222）

　新成人はもちろんご家族そして地域の皆で感染症
予防に努め、新成人の門出を祝いましょう。
　□式典日時　1月 9日（日）
　　　　　　    受付 12:30 から    開式 13:00
　□式典会場　ゆめホール知床　文化ホール
　◆問合せ　    斜里ユースまちづくり委員会 事務局
　　　　　　    ゆめホール知床（内）（22-2222）

令和4年 斜里町成人式

11月6日チケット準備の委員たち 
上元いづみさん（左から2番目）

ゆ）  声をあげてから周りの反応はいかがですか？
上）  娘たちは「いいことだから協力するよ」と言ってく
　れました。
ゆ）  コンサートは子どもたちに聴いてほしいというお
　気持ちが強いですが、それはどうしてですか？
上）  西川さんのピアノは「奇跡の響き」と言われますが
　西川さんのお話を聞くと、それが決して奇跡ではな
　いことがわかります。想像をはるかに超える努力で、
　「無理」と言われ続けたことを1つ1つ叶えてこられた
　結晶です。
　　斜里の子どもたちは、これからどんなことでも世
　界にはばたいていけます。自分で限界を決めず、可
　能性がいっぱいの未来へはばたいてほしいと思って
　います。 西川さんの生き方にはきっと勇気づけられ
　るでしょう。ぜひ聴いてください。

第13回 ひとゆめ展 出展者募集

　感染症拡大により 2度の公演中止に追い込まれた
「しれとこ寄席」。3度目の正直で今度こそ！詳しく
は来月おじろ通信 1月号で。
　□日　時　2月 27 日（日）  開場 13:30　開演 14:00
　□場　所　ゆめホール知床 文化ホール
　◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）

しれとこ寄席

　「ひとゆめ展」は個人の趣味や特技を活かして作っ
た物や、集めた物を展示する作品展です。冬の励み
として「ひとゆめ展」を積極的に楽しんでください。
　□参加申込み締切　2月4日（金）
　□展示期間　　　　2月12日（土）～ 3月5日（水）
　◆問合せ・申込み　ゆめホール知床（22-2222）

ゆめホール事業No.180



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

■ロビー展　「氷河の山とツンドラの大地～アラスカ・デナリ～」
　　　　　　12月5日（日）まで
■ロビー展　「樺太（絵はがきに見る樺太の記憶～知られざる北の国境）」
　　　　　　12月11日（土）～令和4年1月30日（日）

■「町民文化祭　展示部門」　12月3日（金）まで

■クリスマス絵本展示　12月1日（水）～12月25日（土）
■体力向上・スポーツブックス展示　12月26日（日）～1月14日（金）
■今月の展示　12月1日（水）～26日（日）
　・小学生向けおすすめ本　「やさいを食べよう！」
　・中高生向けおすすめ本　「美しい挿絵の世界」
　・働く大人サポート課　　「言葉の移り変わり」
　・スポットライト　　　　　「手作り年賀状」

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
■取扱所　ゆめホール知床、ウトロ支所
　　　　　尾張屋時計楽器店
◆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
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/博)
※清掃のため

休館日(ゆ)
※清掃のため

年末年始休館日
(ゆ/博/海)

年末年始休館日
(図)

※1/3まで

休館日(ゆ/図/博) 休館日(海)
※清掃のため

おはなし
ガーデン（図）

おはなし
ガーデン（図）

「氷河の山とツンド
ラの大地」ギャラリ
ートーク（博）

おはなし
ガーデン（図）

西川悟平コンサー
ト＆トークショー
（ゆ）

第33回青少年吹奏
楽フェスティバル
（ゆ）

おはなしの
花ばたけ（図）

おはなし
ガーデン（図）

冬休み（斜小/朝小）
※1/19まで

冬休み（斜中）
※1/12まで
冬休み（ウ）
※1/16まで

餅つき大会（博）

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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