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　幼児期の運動が、その後の運動能力に大きな差を生みます

　文部科学省が策定した幼児期運動方針では現代の幼児期における子ども達の身体活動・運動（からだを動

かすことや遊び）について、次の４つが主な問題点としてあげられています。　　　　　
　①活発に身体を動かす遊びが減っている…現代の幼児の遊びは、昔に比べて自転車・三輪車遊びから、テ
　　レビ、動画を観る割合が高まり、身体を動かす遊びの機会が少なくなりつつあります。

　②身体の操作が未熟な幼児が増えている…5歳児になっても、一段ごとに足を揃えなければ階段を降りら
　　れない、座らなければ靴を履き替えられないなど、身体の操作が未熟で安全に関する能力も発達してい

　　ないことが心配されています。

　③自発的な運動の機会が減っている…競技スポーツなどの習い事に取り組むことは、活発に身体を動かす
　　機会となりますが、遊びではなく特定の運動ばかり行うとしたら多様な動きを身に付けられなく、自　

　　発的な遊びにもつながらない可能性があります。

　④身体を動かす機会が少なくなっている…文部科学省の調査では外遊びの時間が多い幼児ほど運動能力が
　　高い傾向にありましたが、4割を超える幼児の外遊びの時間が1日1時間未満であったことがわかって　

　　います。　

　しかし、各家庭で運動、遊びの大切さは理解していても、子どもと一緒に行う運動の内容やコツが分から

ない、始めるきっかけが無いなどの悩みもあるでしょう。そこで遊びながら運動能力向上、家でも気軽に出

来る運動遊びを紹介します。講師は町内保育園で運動教室を指導している(株)チャイルド・スポーツ・アカ

デミーの上林一裕氏を迎えて、親子参加型の運動教室を行います。

　２月３日（木）・３月１日（火）

　　２歳児対象 親子運動教室を開催します

　10:15～11:15
　　　　　（受付10:00～）

【運動教室】

　□日時　①2月3日（木）②3月1日（火）10:15～11:15（受付10:00～）　□場所　斜里町武道館　

　□講師　㈱チャイルド・スポーツ・アカデミー 上林  一裕 氏　　□定員　なし　　□参加費　無料

　□対象　2歳児（令和元年度生まれ）とその保護者　　□持ち物　上靴・タオル・飲み物

　□参加申込み　①1月26日（水）／  ②2月20日（日）まで        　

【託児所】

　□対象　1歳児　　□料金　無料　　□定員　若干名　　□申込期限　①1月20日（木）／②2月15日（火）                 

【行政ポイント】当教室に参加すると1回、1世帯に対して「行政ポイント」100ptが付与されます

【その他】検温、マスク着用、手指消毒等の新型コロナ感染症対策へのご協力をお願いします

　　　　　また、風邪症状、37.5℃以上の発熱など体調不良の方の参加はご遠慮ください

　◆問合せ・申込み先：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

　

令和3年度「全国学力・学習状況調査」結果概要②

　「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。今回は生活習慣
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。

斜里町の子どもたちの生活習慣は？

▲斜里町教育委員会ホーム
　ページのQRコード

中学校3年生・義務教育学校9年生

≪早寝・早起き・朝ごはん≫
　朝食・早寝の習慣は全国・全道をやや上回り、早起
きの習慣については、全国・全道をやや下回りました。
全体的によい傾向です。今後も、基本的な生活習慣が
乱れないように、学校・家庭・地域・町教委が連携し
て、望ましい生活習慣の確立に当たることが大切です。
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≪学習習慣・読書習慣≫
　平日の家庭学習習慣・読書習慣の割合は全国・全
道をやや下回りました。望ましい生活習慣づくりの
ために、小学校と同様な取組が必要です。

小学校・義務教育学校6年生

≪早寝・早起き・朝ごはん≫
　朝食・早起きの習慣は全国・全道を下回り、早寝の習
慣については全国・全道をやや上回りました。朝食・早
起きの習慣は、その日の生活の質を決める大切な要素に
なります。気持ちの良い1日を過ごすためにも、早起き
して朝ごはんを食べるようにしましょう。
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全 国全 道斜 里

≪学習習慣・読書習慣≫
　平日の家庭学習習慣の割合は全国・全道を大きく
下回り、読書週間の割合は全道をやや上回り、全国
をやや下回りました。家庭学習も読書習慣も、毎日
の積み重ねが大切です。まずは数分でいいので、少
しずつ始めてみましょう。
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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

1月の休館日：～1月3日（月）の年始、

1月10、17、24、31日（月）、11日（火）

　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、当

時のさまざまな風景を伺い知ることができます。

　□期間: ～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

　冬の星座は明るい星が多く、７つもの１等星が輝

いています。またオリオン座大星雲、プレアデス星

団（すばる）、西の空にはアンドロメダ大星雲など有

名な星雲・星団も多く見られます。冬の天体を望遠

鏡で観察してみましょう。

　□日時：令和4年1月21日（金）18:30~19:30、

　　             悪天候の場合は22、23日に順延

　□場所：博物館前庭、天体ドーム室

　□講師：村上館長、合地学芸員

　□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。上記時

　　間のうち途中加参　

　　加、退場は自由。

厳寒の天体観察会
観察会

冬の樺太の暮らしを描いた絵

　カワシンジュガイという川に棲む二枚貝を見たこ

とがありますか？この貝は、綺麗な川にしか棲めな

いことから、棲む川を特定することで現在の川の環

境を伺い知ることができます。北海道に残るアイヌ

語地名には、このカワシンジュガイとその仲間の貝

を意味する地名が数多く残っています。では、北海

道のどこにどれくらい地名が残っているのでしょう

か？地名の残る川には現在もこの貝が暮らすので

しょうか？今年度行った現地調査の様子や結果を、

写真や映像を用いて、三浦学芸員がご紹介します！

　□日時：令和4年1月20日（木）18:30~19:30

　□場所：交流記念館2F会議室

　□定員：15名、要申込、参加無料

　※中学生以上対象を想定しています。

「アイヌ語地名から探る絶滅危惧種
カワシンジュガイの棲む川！」

博物館カフェ

化石レプリカづくり体験！
博物館講座（博物館キッズ拡大版）

　大昔に生きていたアンモナイトの化石レプリカを

石膏を使って作ってみます！

　□日時：令和4年1月16日（日）9:00~11:30

　□場所：交流記念館2F実習室

　□定員：5名、要申込、参加無料、小3以上対象

川底に群生するカワシンジュガイ

３
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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
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　カラフルな毛糸のなかから好きな色を選んで、ふ

わふわなしおりを作ってみよう！　読書のおともにぴ

ったりの工作です。

　□日　時　1月7日（金）13:00～15:00（予定）

　□場　所　図書館会議室　

　□対　象　小学生

　□定　員　10 名（要申込み）

　□参加費　無料

　□持ち物　なし

　□受付開始　12月1日(水)～

　　　　　　　定員になり次第締め切り

　◆申込み　図書館（23-3311）

　　　　　　または図書館カウンターまで

　※参加する方はマスクの着用をお願いします。

□期　間　1月4日 ( 火 ) ～ 30日 (日 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本
　「トラはつよいぞ！」
　令和4年の干支は強くて

かっこいいトラ！　

　トラやライオンなど、猛

獣のでてくる図鑑や絵本な

どを展示します。

　「読みたいノンフィクション」
　実際の出来事を描いたノンフィクションにつ

いて、国内のノンフィクション作品を対象にし

た文学賞の受賞作品を展示します。エッセイや

実録など、小説とはまた違った味わいをお楽し

みください。

スポットライト

　「平等ってなんだろう?」
　目指すのは格差のない世界。けれども、ほん

とうの平等のためにはどうすればいいのでしょ

う。民族、年齢、SGDs やジェンダー、障害の

ある方への支援など、さまざまな視点からより

よい世界を考えるための本を展示します。

働く大人サポート課

　「写真が語る物語」
　見たこともない絶景、家族の愛らしい表情、

事件の一瞬……。どんな文章よりも、たった 1

枚の写真が雄弁に語りかけてくることがありま

す。人物や風景など様々な写真集を展示します。

中高生向けおすすめ本

ダンボール織り機でしおりを作ろう！
冬休み図書館講座

「新春！　福袋本」
　新春名物の福袋。図書館の「本の福袋」も、中

身は開けてみてからのお楽しみ!　

　毎年大好評の「福袋本」は、職員のオススメの

本を表紙が見えないよう、紙で作ったオリジナル

カバーをかけて1冊ずつ袋に入れ、「大人向け」

「中高生向け」「小学生向け」の区分ごとにご用

意します。

　オリジナルカバーと袋は返却不要です。カバー

は、ご自分の大切な

本のカバーとしてお

使いいただくのもオ

ススメです。

　新たな本との出会

いをお楽しみに!

　□日　時　1月4日(火)～1月15日(土)

　□場　所　図書館エントランス

　※福袋本の貸出は、お1人様1日1冊までとなり

　　ます。また、なくなり次第終了とさせていた

　　だきます。

中身は見てのお楽しみ



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　1月15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　1月 6日、13 日、27 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。

蔵書点検による臨時休館のお知らせ
　□期　間　1月18日(火)～1月21日(金)

　図書館資料の点検を行うため、期間中は臨時休

館とさせていただきます。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。

うえだ　しげこ／作・絵　教育画劇

今月のオススメ新刊本 (えほん)
『れいとうこのそこのおく』

　ミルクと卵と一緒に、

まこちゃんの家にやって

きたしょくぱん。トース

トになって、おいしく食

べてもらいたいとわくわ

くしていたのに、食べてもらえず、ひとりぼっち

で暗く冷たい冷凍庫に入れられてしまい…。

（TRC『週刊新刊全点案内』より）

11月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■弦間　秀子　様(朱円)

■近藤　正純　様(以久科北）

■佐藤　修　様(本町）

■保村　浩二　様(本町）

■匿名希望の皆様

年末年始の休館日のお知らせ
　□期　間　12月27日(月)～1月3日(月)

　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。

2022.01.01
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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】

　○Kの昇天(乙女の本棚)／梶井　基次郎

　○赤と青とエスキース／青山　美智子

　○ミニシアターの六人／小野寺　史宜

　〇おはようおかえり／近藤　史恵

　〇ほんのこども／町屋　良平

　〇残照の頂／湊　かなえ

　〇通い猫アルフィーの贈り物

　　　　　　　　　　　／レイチェル　ウェルズ

【実用書】

　〇米澤屋書店／米澤　穂信

　〇世界でいちばん素敵なギリシア神話の教室

　　　　　　　　　　　　　　　／蔵持　不三也

　○家族間殺人／阿部　恭子

　〇おうちストレスをためない習慣／杉岡　充爾

　〇「ストウブ」で、パン／堀田　誠

　〇3人のパパと3つのはなたば／クク　チスン

【児童書】

　○おさるのゆめ／いとう　ひろし

　○♯マイネーム／黒川　裕子

　〇世界を変えたキャンプ

　　　　　　　／メアリー　ホープ　オズボーン

【絵本】

　○いないいないにゃあ／沖　昌之

　○ひよこはにげます／五味　太郎

　○スパデッティのうた／ぺこみそ



スポーツ情報

6

2022.01.01

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

　冬休み子ども向け講座「スケート教室」
　スケート授業が始まるけど、まだ立てない！ス

タートダッシュがうまく出来ない！そんな子どもた

ちに向けて実力に合わせた級別の教室を開催しま

す。

□日　時　1月12日（水）13日（木）13:30～14:30

□会　場　町営スケートリンク(斜里中グラウンド）

□対　象　小学生（1･2年生は保護者同伴のこと）

□定　員　各20名

　　　　　初級：氷の上に立てない方

　　　　　中級：滑ることに自信がない方

□参加費　1日100円（保険料）

□持ち物　スケート靴・飲み物・タオル

□服　装　マスク・防寒着上下・帽子・手袋

◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）

　「第63回町民スケート大会」開催
　初心者、幼児から一般の方まで誰でも気軽に参加

できる大会です。タイム計測を行うのでチャレンジ

してみてはいいかがでしょう。

□日　時　1月30日（日）開会式9：30

□場　所　町営スケートリンク（中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）

□参加費　300円（当日支払可）

□申込み　1月27日（木）

◆問合せ　スケート協会　永江 敏幸

　　　　（23-1589 自宅 ／ 090-3395-2851 携帯）

　ナイタースキー教室開催
　全日本スキー連盟公認バッジテストの合格や、基

礎スキー技術のレベルアップを目標としているどな

たでも気軽に参加できる連続講座です。

□日　時　1月18日（火）～2月25日（金）

　　　　　毎週火・金曜日19:00～21:00（全12回）

　　　　　2月11日は祝日のため2月10日(木)開催

□会　場　ウナベツスキー場

□定　員　40名（下記コース別）

　上級コース15名    (両足を揃えてターン出来る方)

　中級コース15名　(ハの字でターン出来る方)

　初級コース10名　(雪上をスキーで立てる方)

□参加費　6,000円（リフト代は自己負担）

□申込み　1月14日（金）まで

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

　日曜スキー教室開催

　流氷を眺めて滑ることができるスキー場はとても

気分爽快！楽しみながらレベルアップしましょう。

□日　時　1月16日（日）･23日（日）･30日（日）

　　　　　2月6日（日）10:00～15:00

□会　場　ウナベツスキー場　

□対　象　小学生4年生以上（定員なし）

□参加費　小中学生500円・高校生以上1,500円

                     協会員1,000円（リフト代は自己負担）

□班分け　初級者・中級者・上級者の3班

□申込み　当日スキーハウス2階にて受付

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

　「第62回町民スキー大会」開催

　スキー大回転は幼児から中学生まで各クラス男女

ごとに分かれて競技を実施。なお、今回は大会時間

短縮のため一般の部は行いません。

□日　時　2月13日（日)  開会式 9:00/競技開始 9:30

□会　場　ウナベツスキー場　　□参加費　無料

□種　目　スキー大回転（幼児～中学生）

                     団体競技（横むかで競争）

□申込み　2月4日（金）まで

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

【お知らせ】　

　スケート・スキーの各事業は、悪天候や施設状

況により中止となる場合がありますので、予めご

了承ください。また、手指消毒やマスク着用また

はネックウォーマーを鼻口まで上げるなど、新型

コロナウイルス感染予防にご協力いただき、

37.5℃以上の発熱、倦怠感のある方など体調不良

の方の参加はご遠慮ください。
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知床写真クラブ写真展
知床自然センター　ミニギャラリー

　知床の大自然をフィールドに長年写真を撮りため

ている、地元在住の知床写真クラブ会員による合同

写真展を今年も開催します。野生動物の一瞬の躍動

を切り取ったものから、静寂で厳正な風景写真など

バラエティーに富んだ写真が一堂に会します。

　□期　間　1月31日（月）まで

　□場　所　知床自然センターミニギャラリー

　□入場料　無料

　□出展者　吉田誠、(故)赤澤茂蔵

　　　　　　桧森則直、佐藤清光

　　　　　　吉田司（知床ウトロ学校9年生）　　

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

冬のボランティア募集中
知床自然センター

　冬の遊歩道のコース看板設置作業などを一緒に手

伝ってくださるボランティアを募集しています。募集は

若干名になりますので、まずはご一報ください！

　□日　程　①1月22日（土）～23日（日）

　　　　　　②1月29日（土）～30日（日）

　□時　間　集合9:00／解散16:00～17:00

　□場　所　知床自然センター

　□対　象　18歳以上

　□参加費　無料

　※初参加の方のみ、ボランティアの登録料2,000円

　　（保険料込み）が必要です。

　◆問合せ　知床財団ボランティア担当

　　　　　　中西・草野（24-2114）

発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.4 Lupinのミヨさん
ルピン

コーントルティ
ーヤのタコス

出張ランチ会
でのメニュー

ゴザが出来るまでの様々な工程。オヒョウの樹皮を
撚ったものを縦糸に干したガマを編んでいきます。

　Vol.4にしてスピンオフ。今回は、Lupin（ルピン）のミヨさんを紹介します。

　「すべて、自然環境が好きで次世代に残していきたい想いからなんです」そう語るミヨ

さんの活動は、料理とゴザ作り。ジャンルが離れすぎて、なかなか結び付かない両者で

すが、実は、どれも自然環境へ繋がる、素敵な情熱から生まれたものでした。

　料理は、食物アレルギーだった自身の経験から「良いものを使うと体に良い」と考え、

農薬が昆虫など生き物の生息地減少に結びついていることから、有機栽培や自然栽培

の食材にこだわったレシピを料理教室などで伝える活動をしているそうです。

　また、ゴザ作りもアイヌの方から直接教わり、制作を続けています。若い世代への技術

や文化の伝承を行うと共に、材料の蒲(ガマ)を得るためには湿地が不可欠であることか

ら、湿性植物の利活用を通して湿地の魅力を伝えています。

　様々な表現を通して、大好きな自然環境へ「広く、深く」アプローチしていく姿は、まさ

にアーティストさながら。皆さんも、そんなミヨさんのワークショップに参加してみてはど

うでしょう？新しい興味が湧き出てくるかもしれません。

【癒しのアクティビティ】
＝近所の方から頂いた
　野菜で保存食づくり！
　残さずいただきます！

【キーワード】
＃料理教室
＃自然環境
＃アイヌ文化

【癒しのアクティビティ】
＝近所の方から頂いた
　野菜で保存食づくり！
　残さずいただきます！

【キーワード】
＃料理教室
＃自然環境
＃アイヌ文化

【ロゴマーク】【ロゴマーク】

Lupin_miyo

Facebook

Twitter
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令和 4年 出初め式

「民謡をたずねて」 公開収録
　観覧希望の申込み受付は12月21日に終わりました。

　応募者には、1月7日（金）ごろ、NHKから観覧可否の

抽選結果通知が発送されます。

　□日時　1月22日（土）   開場13:00　開演13:30

　□場所　ゆめホール知床   文化ホール  【全席自由】

　◆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）

令和4年 斜里町成人式 三好 大輔 × 石川 直樹 作品展

斜里高等学校 学習成果発表会

　今年の学習成果発表会は、斜里高校生の発表だけ

でなく、斜里小・朝日小・斜里中学校・知床ウトロ学校に

よる発表を入れた新しい学習発表会です。観覧は児童

生徒と関係者のみとなります。

　□日　時　1月28日（金）　9:15～12:15　 

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　◆問合せ　斜里高等学校   （23-2145）

一般公開はなく学校関係者のみで行います

NHK FMラジオ番組映画「斜里 昭和の映写室」上映会
写真ゼロ番地知床2021 TOP END６

　「写真ゼロ番地」は、写真家の石川直樹さんが、毎年
違うアーティストを招き、斜里で創作活動をしながら、
斜里の魅力を発信する活動です。6回目となる今回は、
映像作家の三好大輔さんが、町内の家庭に眠る8mm
フィルムを集め、1本の映画に仕立てました。斜里の懐
かしのあの時、あの場所、あの人が映るかもしれません！
【映画上映時間】
　□日　時　（上映時間は45分間です。全5回）
　　　1月29日（土）　①開場13:30　開演14:00
　　　　《三好大輔 × 石川直樹 スペシャルトーク》
                  　  14:45から30分ほど。　
                        地域映画の面白さや可能性を語ります。
　　　　　　　　　  ②開場17:00　開演17:30
　　　1月30日（日）　③開場10:00    開演10:30
　　　　　　　　　  ④開場13:00    開演13:30
　　　　　　　          ⑤開場16:00　開演16:30
　□場　所　ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】
　　　　　　※座席は1席空けです　

　□料　金　無料

　昨年は感染症拡大を受けて中止となった出初式。今
年はコロナ前の規模に戻し行います。
　□日　時　1月6日（木）　開場10:30　開演11:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　◆問合せ　斜里消防署  （23-2435）

写真ゼロ番地知床2021 TOP END６

　成人式を運営する「斜里ユースまちづくり委員会」が
考えた今年の成人式テーマは「Ｇo to next！」。人生の
新たなステージへ踏み出す新成人へ、おめでとう！
　成人式の観覧は、家族・関係者に限られています。
　□日　時　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
　◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）

　□参　考　映画の予告編をゆめホールロビーモニ

　　　　　　ターで上映中。あるいはQRコードから予

　　　　　　告編を観ることができます。

　◆問合せ　写真ゼロ番地事務局

　　　　　　馬場 務 （090-7510-6190）

　人の暮らしや歴史文化の中から知床の魅力を発信

し続けてきた「写真ゼロ番地」による作品展です。

　□日　時　1月29日（土）～2月5日（土）10:00～19:00

　　　　　　   （1/31 月曜休館日を除く）

　　　　　　2月6日（日）　10:00～17:00

　□場　所　ゆめホール知床　公民館ホール

　◆問合せ　写真ゼロ番地事務局

　　　　　　馬場 務 （090-7510-6190）
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文化団体 の 暗中模索（10）　知床手打ちそばやろう会

　コロナ禍では、料理・試食を伴うサークルは活動に
大きな影響を受けています。10月に緊急事態宣言が明
け、活動を再開した「知床手打ちそばやろう会」さんの
例会（月2回隔週）にお邪魔しました。
ゆ）　マンツーマンで教えあうんですね。
ｿﾊﾞ)   第1水曜日の例会は研修会で、少しでも上手にな
　　  りたい人や、段位を目指す人が研修する日。第3
　　  水曜日は打って食べる日。打たなくても食べるだ
　　  けの人もOKだから、そば好きが皆来ますよ。

第13回 ひとゆめ展 出展者募集

しれとこ寄席

　例年出展していただく常連さんは準備を着々と進め
ているそうですが、初参加の人も大募集大歓迎です！
皆さんの楽しみを観る人におすそ分けしてください。
　□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 第62回 町民文化祭舞台発表

配信映像を観ることができます

【視聴できる出演団体】
　・斜里ジュニアバンド 
　・しれとこ美ら三線クラブ
　・知床コカリナサークル 
　・音楽部  ・斜里筝紀会  
　・お山参詣研究会 ・知床流氷太鼓保存会 
　・斜里民謡同好会 ・斜里吹奏楽団
　◆問合せ　ゆめホール知床  (22-2222）
　　　　　　斜里町文化連盟 事務局
　　　　　　本宮 尚孝  （090-2811-9688）
　　　　　　石川 昭子  （090-3019-6633）

　11月28日の町民文化祭は、入場者の人数制限をしな
がら舞台発表を行い、会場に来られない人も観られる
よう、初めてオンラインによるライブ配信を試みました。
　配信するかしないかは、出演団体の希望によります
が、希望しても著作権の関係で配信できない演目があ
ります。町民文化祭のうち、下記団体の演目は、当日ラ
イブ配信ができ、現在もその配信映像を視聴すること
ができます。URLあるいはQRコードを読み込み、当日
の発表の様子をご覧ください。
　URL  https://youtu.be/J3nwPOsGyJw

ゆ）　打たざる者食うべからずじゃないんですね（笑）。
      　例会ができない時は家で打っていたのですか。
ｿﾊﾞ)   そうだねえ。腕を鈍らせるなよって言いますよ。
          皆10月の活動再開を待ち焦がれていました。
ゆ) 　2年連続産業まつりが中止で、腕の見せどころが
          なかったのは残念ですね。
ｿﾊﾞ)  以前は高齢者施設を訪問しましたが、今はそれ
　　  もできません。しかし今年は2年ぶりに斜里高校
          のフードデザイン学習ができ、15名の生徒は真
          剣に初めてそばを打ち、試食では手打ちの美味
　　  しさを感じ喜んでくれました。
　　  このまま例会が続けられることを願っています。

12月1日、第1水曜例会は研修会

　この日の”研修生”は4人。”先生”が傍らに付き、そばの
状態と手さばきをじっと見つめながら、ここはというとこ
ろで手本を見せます。研修生から時 「々ハイっ」という返
事が聞こえました。両者はとてもいい雰囲気で、尊重尊
敬しあう理想の「師弟関係」。「そば愛」がいっぱいです。

　寄席は長い伝統に支えられた日本の演芸です。人
情たっぷり笑いと驚きに包まれる寄席で気持ちを元
気にしましょう！
　□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
                         【全席自由・1席開け】
　□出　演　入船亭扇遊（落語）、林家正楽（紙切り）
　　　　　　古今亭志ん五（落語）、入船亭遊京（落語）
　　　　　　鏡味仙志郎･仙成（太神楽曲芸）
　□チケット発売　1月 15 日（土）から
　　※チケット情報は 10 ページに詳しく掲載して
　　　います。
　◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）



年始休館日
(ゆ/図/博)

厳寒の天体観察会
(博)

化石レプリカ作り
体験(博)

学校閉庁日
  ～3日まで(斜高)

チケット取扱い情報
～アンサンブルグループ”奏楽”
　　　　　　　　による演奏動画とお話～しれとこ寄席

■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  【全席自由（1席空け）】
■料　金　一般2,000円、高校生以下1,000円（当日 各500円増）
■チケット発売　1月15日（土）から
■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）

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.180

■今月の展示　1月4日（火）～30日（日）

　　小学生向けおすすめ本「トラはつよいぞ」

　　中高生向けおすすめ本「写真が語る物語」

　　働く大人サポート課「平等ってなんだろう？」　

　　スポットライト「読みたいノンフィクション」

■ロビー展

　樺太「（絵ハガキに見る樺太の記憶

　　　　　　～知られざる北の国境）」

　　　　　　　         ～1月30日（日）まで
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物 

館

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
           ウ漁…ウトロ漁村センター
＜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
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入船亭扇遊

休館日(ゆ/博)
斜里町成人式

おはなしガーデン
(図)

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)

年始休館日
(ゆ/図/博/海)

年始休館日
(ゆ/図/博/海)

斜里町出初式 冬休み図書館講座
（図）

蔵書点検
臨時休館日(図)

蔵書点検
臨時休館日(図)

蔵書点検
臨時休館日(図)

蔵書点検
臨時休館日(図)

博物館カフェ(博)

休館日(博)成人の日

冬季休業終了日
(斜小・朝小)

冬季休業終了日
(斜中)

冬季休業終了日
(ウ・斜高)

学校閉庁日
　　～5日まで
(斜小・朝小・斜中)

学校閉庁日
　～6日まで(ウ)

スケート教室(ス)スケート教室(ス)

日曜スキー教室
(ウナ)

町民スケート大会
(ス)

ナイタースキー
教室(ウナ)

ナイタースキー
教室(ウナ)

ナイタースキー
教室(ウナ)

ナイタースキー
教室(ウナ)

休館日(ゆ/図/博)

休館日(ゆ/図/博)

休館日(ゆ/図/博)

日曜スキー教室
(ウナ)

日曜スキー教室
(ウナ)

町民バレーボール
大会(斜中)

日 土日 月 火 水 木 金 土

斜里町生涯学習カレンダー2022
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