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これも学習マンガだ！
 SHARI こども総選挙

図書館へ
行こう！

4月12日(火)～5月13日(金)

「みんなに紹介！ おススメ本」

「おいでよ！ としょかんスタンプカード」
4月12日(火)～5月13日(金)

おススメ本ガチャ
4月26日(火)～5月13日(金)

学びにつながる娯楽マンガを選ぶ
「これも学習マンガだ！」 （一般社団法人マンガナイト主催）
に選ばれている作品から、読みたい本に投票しよう！
一番票が多かった作品は、
全巻図書館で所蔵します！ （館内閲覧のみ）

□投票できる人　小学生～高校生
□投票方法
　カウンターで投票用紙をもらって、1人1日1回まで
投票できます。
　図書館エントランスに掲示されたマンガ一覧から、
読みたいマンガを選んで投票しましょう！
　　　　　　　　

おすすめ本の紹介カードを書いて、図書館に飾ろう！
紹介カードを書いてくれた人には、古本を1冊プレゼントします。

未就学のお子さんと一緒に図書館に行くと、スタンプと景品の折り紙をプレゼント！
スタンプを3つためると、絵本など古本も1冊プレゼントします。　

職員のおすすめ本をガチャガチャにしました！
子ども向け絵本ガチャ・児童書ガチャ・大人向け絵本児童書ガチャの3種類。
ランダムで引いた番号の本を借りることができます。どんな本かは読んでのお楽しみ！

投票期間：4月12日(火)～5月13日(金)
結果発表：5月17日(火)

どなたでも

未就学児

どなたでも

小学生
～高校生

毎年恒例、春の子ども読書週間に合わせて、
図書館ではたくさんのイベントを用意してお待ちしています！

子ども読書週間イベント
斜里町教育委員会

生涯学習だより
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学校情報
生涯学習課
〒099-4192　本町12番地　電話：26-8391／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/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/　

　

　

　

　

　

　

　

　斜里町の各学校では、下記の日程で入学式を行な

う予定です。

　□日　程　

　　○4月6日（水）　　斜里中学校　　   13:30～

　　　　　　　　　　斜里小学校　　   10:00～

　　　　　　　　　　朝日小学校　　     9:15～

　　　　　　　　　　知床ウトロ学校　13:30～

　　○4月8日（金）　　斜里高等学校　   14:00～

　◆詳細は各学校へお問合せください。

令和4年度 入学式の日程

　斜里町では町立学校に在学する児童生徒の保護

者で、経済的な理由により児童生徒の就学に要する

経費の支出が困難な保護者を対象に、学用品費・給

食費・修学旅行費などの一部を援助します。

　申請については学校を通じて案内文を送付します

ので、そちらをご覧ください。

　□対　象　経済的に困窮していると認定された方

　□認定基準　ひとり親等の児童扶養手当受給世帯、

　　　　　　町民税非課税世帯など（詳細は案内文

　　　　　　をご覧ください。)

　◆問合せ　生涯学習課( 26-8391 ）　

 就学に要する経費を支援します！

子育てサポートファイル『きずな』
斜里町個別の支援計画

　子育てサポートファイル『きずな』は、家庭と町内の

関係機関が「連携・協力」し、子どもに関する情報を1冊

のファイルにまとめていくものです。

　保健師や子育て支援センター、子ども通園センター、

保育園、認定子ども園、町立学校、高等学校などの関係

機関と家庭が情報を共有し引き継いでいくことで、一

貫した支援を図り、成長をサポートしていきます。

　子育てサポートファイル『きずな』は、本人･保護者

からの依頼により作成ができますので、まずは所属す

る関係機関までご相談ください。

　◆問合せ   生涯学習課( 26-8391 ）

　

 
 
 

  
 
 

 

 

子育て支援センター

保育所
認定子ども園

　子育てサポートファイルきずな

子ども通園センター

乳幼児期

小学校

  中・高校生 中学校
高等学校

小学生

福祉、医療等
   関係機関

保護者

 作成と活用のメリット
○情報の共有
○関係機関の連携
○ニーズの明確化

 

 

 

サポートファイルきずな
サポート体制

保護者

保護者

福祉、医療等
   関係機関

スクールバスの乗車マナーについて
　スクールバスを安全に運行するために、スクールバス

の乗車マナーについてもご家庭で声かけのご協力をお

願いします。

　○乗車中はシートベルトを着用しよう

　○荷物は足元か、ひざの上に置こう

　○運転手の指示に従って静かに乗車しよう

　朝は何かと忙しくて、朝ごはんを食べるのは大変です

が、大人にも子どもにも朝ごはんは大切です。1日の活動

のエネルギーである朝ごはんは、脳や体を目覚めさせる

働きがあります。

　○ 食べる習慣のない人は、バナナ・ヨーグルト・おに

　　ぎりなど、簡単なもので良いので少しでも食べると

　　ころから始めましょう。食べる習慣ができてきたら、

　　おにぎりとお味噌汁など2種類以上を食べましょう。

　○食べる習慣がある人は、主食・主菜・副菜・汁物・果

　　物をそろえるようにしてみましょう。

　しっかり食べて、4月から良い新生活を始めましょう！

1日のはじまりは朝ごはんから！
早寝・早起き・朝ごはん

2

2022.04.01



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 更新に伴い工事中!

博物館情報

4月の休館日：　4、11、18、25日（月）

　40年来「蜃気楼ハンター」として蜃気楼の研究や

撮影を続けているアマチュア写真家・星弘之さんに

よる幻氷の写真展を開催します。斜里町を中心とし

たオホーツクエリアでは、流氷が漂いながら少しず

つ消えてゆく春先、めずらしい流氷の上位蜃気楼

「幻氷（げんぴょう）」が現れます。幻氷の魅力に取り

つかれ、ほぼ毎春、星さんが斜里町に長期滞在して

捉えた決定的瞬間を展示します。会場のモニターで

は、迫力ある動きの幻氷動画や、斜里近辺の仲間（知

床蜃気楼・幻氷研究会）が撮影した写真もご紹介し

ます。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

　□会期　～4月6日（水）まで

　□場所　交流記念館ホール

　※ロビー展のみの観覧は無料です。

ロビー展　幻氷写真展
～蜃気楼ハンター 星弘之の世界～

　足踏み式が主流になる前の、昭和初期に製造され

た手回しミシンを展示します。丸みのあるボデイ、

ロゴのデザイン、模様など細部にこだわりがあり、

アンティークな雰囲気を醸し出しています。

　□会期　3月19日（土）～5月22日（日）

　□場所　本館受付前

※この展示の観覧は無料です。

知床の石・いろいろ！
おうちで楽しむブラ合地 第1弾！

　合地学芸員の地質観察会を、配信によりおうちで

お楽しみいただけます！知床半島各地の地形ができ

てきたプロセスを動画で説明する内容です。第１弾

として、1. 野外での露頭観察、2. 手にとっての観察、

3. 顕微鏡での観察、4. そのでき方について、写真や

図を用いて解説します。

　□配信日　　5月末まで

　□配信方法　視聴希望者にYouTubeの期間限定 

 URLをメールでお送りします。

　□申込方法　配信には登録が必要です。件名

 を「配信希望」とし、お名前、 

 電話番号を明記の上、博物館にメー 

 ル(shiretoko-m@sea.plala.or.jp)を

 送信してください。

流氷の上に現れた幻氷

アンティークな手回し式ミシン
収蔵資料展示

　ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営

まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族

集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきまし

た。この展示では、シベリア東部から南部にかけて

のタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹

介します。

　□会期　4月27日（水）～ 6月19日（日）まで

　□主催　北海道立北方民族博物館・知床博物館

　□場所　交流記念館ホール

　※ロビー展のみの観覧は無料です。

　ユーラシア大陸北部で広く先住民の生業として営

まれてきたトナカイ遊牧は、自然環境や携わる民族

集団によって地域ごとに多様な展開をみせてきまし

た。この展示では、シベリア東部から南部にかけて

のタイガ地域に広がるトナカイ遊牧文化について紹

介します。

　□会期　4月27日（水）～ 6月19日（日）まで

　□主催　北海道立北方民族博物館・知床博物館

　□場所　交流記念館ホール

　※ロビー展のみの観覧は無料です。

北方民族博物館移動展
トナカイと暮らす̶タイガの遊牧民たち

2022.04.01
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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 http://www.town.shari.hokkaido.jp/library/index.htm

2022.04.01

□期　間　4 月1日 ( 金 ) ～ 30日 ( 土 )

　今月の展示

小学生向けおすすめ本

　「どきどきわくわく小学校！」

　「雪が解けたら土いじり」
スポットライト

　「 年度始めは“ゆるスタート”で」
働く大人サポート課

　「推し本」
中高生向けおすすめ本

本の除菌機を設置しました子ども司書講座2022
　図書館の役割や司書の仕事を楽しく学べる連続

講座を開催します。司書のノウハウを知ること

で、友達や家族に読書の楽しさを伝え、図書館を

もっと活用できる子どもの読書リーダー育成をめ

ざします。

　講座を受講する人には、子ども司書専用エプロ

ンをプレゼント。全9回の講座中、6回を受講する

ことで、「斜里町子ども司書」として認定しま

す。認定後は本の展示や読み聞かせなど、図書館

や学校で子ども司書として活躍してみませんか?

　□募集期間　4月1日(金)～4月22日(金)

　□定　　員　10人(要申込)　

　□対　　象　斜里町の学校に通う

　　　　　　　小学4年生～中学3年生

　□講座期間　5月中旬～10月の土日・

　　　　　　　午後に開催

　　　　　　　全9回の講座中、6回を受講すれば

　　　　　　　認定されます。

　□講座内容

　　本の貸出返却体験・絵本の読み聞かせ・

　　本の展示・ブックカバーかけ体験　など

　□会　　場　斜里町立図書館

　□参  加  費　無料

　◆申  込  み　図書館(23-3311)

　　　　　　　または図書館カウンターまで

　　講座の日程の詳細等は、ホームページや図書

　　館にあるチラシをご覧になるか、図書館　　

　　(23-3311)またはカウンターでお問い合わせ　

　　ください。

　図書館の本をきれいにする、図書除菌機を新し

く設置しました。本を機械の中に入れてスイッチ

を押すと、紫外線による除菌･送風による埃取り･

消臭などができます。図書館の本を借りる時、気

になる方はご自由にお使いいただけます。

　詳しい利用方法は、図書館カウンターで職員に

お問合せください。
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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　4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。

こども向けおはなし会

鳴海　風／作　ポプラ社

今月のオススメ新刊本 (児童書)
『この空のずっとずっと向こう』

　1871年、日本初の女子留学生

としてアメリカに渡った少女・

そら。およそ150年前の実際の

できごとをもとに、外国で学ぶ

ことを夢見た少女の生き方を描

く、心にすがすがしさと勇気を

もたらす物語。　

（TRC『週刊新刊全点案内』より）

開館時間・休館日の変更について
　2015年3月29日に新図書館が開館して以来、多

くの町民の皆様にご利用いただいていますが、5

周年が経過してこれまでの利用状況を踏まえ、

2022年4月1日（金）より、下記のとおり開館時間

と休館日を変更します。

　□開館時間　10:00～19:00

　□休 館 日　月曜日・年末年始

　　　　　　（月曜日が祝日の場合でも休館）

「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　4月 7日、14 日、21 日、28 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。
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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】

　○はじめての／島本　理生

　○6Bの鉛筆で書く／五味　太郎

　○ななみの海／朝比奈　あすか

　〇オオルリ流星群／伊与原　新

　〇チェレンコフの眠り／一條　次郎

　〇奇跡／林　真理子

　〇世界の終わり賢者たちの遺言

　　　　　　　　　／フレデリック　ルノワール

【実用書】

　〇絶望から希望へ／岸見　一郎

　〇エジプトの女王／カーラ　クーニー

　〇誉田哲也が訊く!／誉田　哲也

　○はたらく内臓／坂井　建雄

　〇私たちの欲しい和布の洋服／岡崎　光子

　〇第三の人生は、後半へ続く!／キートン山田

　〇魔術師のための創作BOOK／倉戸　みと

【児童書】

　○よそんちの子／いとう　みく

　〇君色パレット／戸森　しるこ

　〇わたしのアメリカンドリーム／ケリー　ヤン

【絵本】

　○だれのうんち／デイジー　バード

　○ジロッ／おおなり　修司

　○やぁだ!／マルリョケ　ヘンリヒス

変更前 変更後

開館時間

10:00 ～20:00

開館時間

10:00 ～19:00

休館日

月曜日・年末年始

（ただし月曜日が

　祝日の場合は開館）

休館日

月曜日・年末年始  

2022.04.01



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

　斜里町野球連盟主催
　　日本ハムファイターズ野球教室

　北海道日本ハムファイターズベースボールアカデ
ミーによる野球教室が開催されます。「打撃・走
塁・守備」等の実技指導を受けることができます。
　参加を希望される方は当日球場で申込みください。
□日　時　5月8日（日）9:00～
□場　所　町営球場（雨天時：斜里中学校体育館）
□講　師　北海道日本ハムファイターズＯＢ選手の皆さん
□対　象　小学1年生～6年生
□参加費　1人1,000円（保険代・記念品代）
◆問合せ　菊池 孝司（090-6268-1340）
　　　　　高橋 美和（090-8705-6969）

　□変更点　　9:00～17:00のみ開館

【B&G海洋センター〈プール〉】

　□ｵｰﾌﾟﾝ日　5月1日（日）　

　□休館日　毎週月曜日

　　　　　（月曜が祝日の場合は火曜が休館)

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

　　　　　　B&G海洋センター体育館（23-2911）

シーズン券の取扱いについて

　今年度の町内体育施設のシーズン券を次の通り、

取り扱います。

【町内プール・テニスコート】

　□取扱所　海洋センター事務所

　□時　間　9:00～17:30

　□料　金　海洋センタープール　　5,000円

　　　　　　ウトロ地域水泳プール　2,500円

　　　　　　テニスコート　　　　　5,000円

　　※海洋センタープールのシーズン券はウトロ地

　　　域水泳プールと兼用で使用可

【町営パークゴルフ場】

　□取扱所　町民公園グリーンハウス

　□時　間　9:00～15:00

　□料　金　一般　　　　　　　　 　7,000円

　　　　　　シルバー(満70歳以上)  　3,500円

　□ｵｰﾌﾟﾝ日　5月1日（日）

　◆問合せ　Ｂ＆Ｇ海洋センター（23-2911）

　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　前期定期利用団体が決まりました
　下記のとおり、令和4年度前期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：海洋センター（23-2911）・　ゆめホール知床（22-2222）

         

         

        

         

        

         

        

 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日コート

A

B

B

B

A

A

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

ピンポンクラブ ピンポンクラブ ピンポンクラブ

ママさんピンポン
（4月のみ）

ママさんピンポン
（4月のみ）

バドミントン友の会 バド友の会/ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ バド友の会/ﾊﾞﾄﾞｸﾗﾌﾞ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 ランニングクラブ

卓球少年団

午  

前

午  

後

夜  

間

　ゴールデンウィーク中の利用について

　各施設の開館時間が次の通り、変更となります。
【B&G海洋センター〈体育館〉】

　□期　間　　4月29日（金祝）～5月1日（日）

　　　　　　　5月3日（火祝）～5月5日（木祝）

パンチングテニスパンチングテニス

ランニングクラブ



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/
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７

で共通して見られる動物を、それぞれの場所で撮影

した作品を展示します。

　また旭山動物園では、今年4月末から新しいエゾ

ヒグマの施設「えぞひぐま館」がオープンします。

そこには、知床財団による知床のヒグマに関する展

示物も公開予定です。

　知床と旭山動物園という全く異なる環境に生きる

動物たちと、そこに携わる人々の視点を通して北海

道の動物について感じ、考えてみませんか？

　□期　間　4月3日（日）～5月29日（日）

　□時　間　9:00～16:00

　　　　　（4月20日からは8:00～17:30）

　□場　所　知床自然センター　ミニギャラリー

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

　旭山動物園の職員であり、写真家として活躍して

いる中瀬泰広氏の個展を開催し、知床と旭山動物園

＜中瀬泰広 プロフィール＞

1967年生まれ、北海道出身。天体写真から写真を始

め、天文雑誌などの写真コンテストの入賞を重ねる

ほか、写真展開催、各メディアへの写真提供など活

動の幅を広げている。2007年～旭山動物園に勤務。

中瀬 泰広 写真展
『旭山動物園で見る知床、

知床で感じる旭山動物園』

詳しくはこちら

「まちかど情報」募集中！！
記事・情報はゆめホールまで

　「まちかど情報」のコーナーでは、町民の皆さん

の地域活動が、より活発になり、豊かな地域づくり

につながるよう、町内で行われる公演や展示会、

サークルの会員募集などを紹介しています。

※営利事業や特定の政党・宗教活動を支援する活

　動等については掲載できません。

※毎月10日ごろまでに情報をいただければ、翌月

　号への掲載が可能です。

◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

バレエサークル「シルフィード」

　バレエサークル「シルフィード」では、新年度の
会員を募集します。春の始まりと共に、新しい習い
事にチャレンジしてみませんか？入会希望の方は、
ぜひご連絡ください。
　□募　集
　　①4月に年中、年長、小学1～3年生になる子供
　　　（上記学年以外で入会希望の方は要相談）
　　②高校生以上の一般の方
　　　（随時募集中、見学・体験可）
　□活動日　毎週水曜日
　□締切り　4月25日（月）まで
　◆問合せ　島津美雪（090-8706-0383）

　　　

斜里町文化連盟　町民文化祭にて

新年度会員募集中！

球場アナウンスをやってみませんか？

　斜里町営球場で行われる軟式野球大会（少年・一

般）の球場アナウンサーを募集しています。

　野球が好きな方、マイクを持つのが好きな方、球

場アナウンスをやってみませんか？

　初心者の方にも指導いたします。興味のある方は

お気軽にご連絡ください。

　◆問合せ　斜里町野球連盟

　　　　　　会長 鈴木（090-6692-8285）

　　　　　　担当 佐々木（090-2074-2843）



【部屋の利用定員について】
　新型コロナウイルスの感染防止対策として、2020 年 5 月に部屋の

面積に対する利用人数の定員を定めました。感染症予防の対策は今

後も続け、4月からも右表の定員の中で利用していただきます。

　一方、文化ホール・公民館で行う催し物の利用は、国のイベント

に関する観客数の基準に沿った定員に変更します。

【ゆめホール知床施設定員一覧】

「4㎡あたり1人」を基準として

 各部屋の定員を決めています。

部　   屋 定員（人）
文化ホール（客席）
公民館ホール（催し物）
公民館ホール（会議利用）
リハーサル室
和室
会議室１
会議室２
会議室３

実習室１
実習室２
調理実習室
和室楽屋
楽屋１
楽屋２
団体活動室

556
200

67
30
29
26
12
11
16
16
16
8
9
4
10

▶文化ホール客席フル使用
　　感染症対策として、文化ホールの客席は1席空けの最大280人まで　

　の利用としていましたが、4月から1席空けの制限をなくし、最大556人

　までの利用を可能にします。

　　客席の使い方は催し物の主催者の判断になります。

▶公民館ホールの定員の考え方
　　公民館ホールは、催し物使用と会議使用に区別します。

　　催し物使用とは、観客が舞台の一定方向に向き、声を出さず鑑賞・　

　観覧できるものを想定し、定員を200人とします。

　　会議使用とは、主催者・参集者がお互いに意見を交わしあうものを

　想定し、定員を67人とします。

帰ってきたカラオケマン

げいぶん支援事業

DRIFT ICE 公演「THE TOWER」 
ザ　　　  タワードリフト　アイス

ゆめホール事業182
風間杜夫 ひとり芝居

　風間杜夫ひとり芝居の「牛山明シ
リーズ」。2010 年までに 5部作で完
結し、10 年余を経て主人公牛山明が
「帰って来る！」人情たっぷり劇です。
時代がどんなに変わっても、捧腹絶倒！痛快無比！

演劇の面白さと醍醐味を存分に堪能してください。

詳しくは日程が近くなったらお知らせします。

　□日　時　9月 11 日（日）開演時間調整中

　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール

　□出　演　風間杜夫    □作・演出　水谷龍二　

　□料　金　調整中
　◆問合せ　ゆめホール知床　（22-2222）

　令和 3年度の公演予定でしたが、コロナの関係で

止む無く 4月に延期。斜里のヒップホップダンスを

牽引してきた指導者やプロダンサーも出演します。

子どもたちにとっては夢のステージです。

　□日　時　4月 3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】

　□出　演　ドリフト アイス、イエローブラック、

　　　　　   RIKIYA（今井力也）､METH（武田雅弘） 他

　□料    金　500 円

　□取扱い　麺通館・ゆめホール知床
　◆問合せ　DRIFT  ICE  久野堅太郎  （090-1846-2483）

◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

公演は、感染拡大予防のためスケジュールが変わることがあります。一方で、年度途中でも計画されることがります。

令和4年度 げいぶん支援事業・ゆめホール主催事業

4月からのゆめホール知床の部屋の利用について

2022.04.01
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公民館ゆめホール知床
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ウェブサイト http://www.town.shari.hokkaido.jp/05institution/

ゆめホール情報



【コロナ対策 配車について しばらく続けます】
　社会活動振興バスの運行は、新型コロナウイルス対策の３密を避けるため、

「本来の基準」にたいして、「コロナ対策による対応基準を設けています。

　対策が必要と判断される今後しばらくは、予約の際に大型利用と増車の希望を伺います。

　なお増車した際の、それぞれのバスにかかる「高速道路の利用」「駐車場の利用」「運転手の宿泊」などの料金は、

利用者の負担となりますのでご了承ください。下表の「利用者の実費負担」を参照してください。

▶運行・配車基準 

社会活動振興バスの利用について

本来の基準 コロナ対策による対応

利用人数
による配車

15人～22人
23人～27人
28人～55人

小型バス
中型バス
大型バス

大型バスの利用可能

大型バスの利用可能

1団体あたりの
複数台利用

56人以上

1日あたりの
車両運行台数

先約がなければ
2台利用可能

先約が無ければ
31人以上で2台利用可能
61人以上で3台利用可能

4月～11月　2台
12月～3月　1台

4月～11月  3台
12月～3月  1台

大型バス　（変更なし）

1日あたりの
利用可能団体数

4月～11月　2団体
12月～3月　1団体

4月～11月  2団体 （変更なし）
12月～3月  1団体 （変更なし）

【利用者の実費負担について 変更します】
１）   利用基準（上表）を越えた場合は、利用者に実費を負担していただきます。

　　利用実績により、超えた分の「距離と時間」に単価を掛けた料金を合算し、

　　消費税を加えて積算します。金額は右表を目安にしてください。

　　請求書はバス会社から直接利用者に送られます。

　　注）   距離の積算は、実走距離に空走距離を加えます。

　　　　・実走距離とは～利用者が乗ってから降りるまでの距離

　　　　・空走距離とは～バス会社から利用者送迎地までの利用者が乗って いない区間の距離

２）  運行に伴う高速道路の利用料金、駐車場料金、運転手の宿泊料は、利用者の負担となります。

小型バス

中型バス

大型バス

バス型

4,150 円

4,700 円

5,500 円

超過時間
1時間単価

超過距離
1km単価

110 円

145 円

160 円

▶利用基準（変更なし）

1日の走行距離

項　目

400km以内

基　準

16時間以内

5:00  ～ 22:00

最大2日間まで

3回まで
1団体
年間利用回数

連続利用

運行時間

1日の運転手の
拘束時間

▶実費負担 単価（変更あり）

【利用の手順】 （変更なし）
　①バスの空き状況確認と申込み　・ 基本的に利用日の3か月前の1日から申込み可／ 先着順

　　　　　　　　　　　　　　　・ ゆめホールへ来館または電話

　②申請書の提出　                         ・ 利用日の20日前まで ゆめホールへ来館またはファックスで　

　　                                                     　※申請書の内容確認後、利用団体へ「運行許可証」を送ります

　③利用後は事業報告書の提出    ・ 利用日の10日以内にゆめホールへ提出

　◆社会活動振興バス　問合せ・申込み　  ゆめホール知床  （22-2222)
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▶印刷機 （用紙は持ち込んでください） 単価
製版代　原稿1枚1回

インク代　500枚ごと
　50 円
  150 円

コピー機・印刷機の利用料金について

　町の公有財産使用基準により、ゆめホール知床のコピー機・
印刷機の利用料金が変わります。
　機器使用後は事務室に立ち寄り精算してください。
　◆問合せ　ゆめホール知床　（22-2222）　　　　　　　　

白黒（すべてのサイズ）

カラーＡ3 サイズ

　10 円

    80 円
カラーＡ4, Ｂ4, Ｂ5 サイズ     50 円

▶コピー機 （用紙代を含む） 単価



図
書
館

博
物
館

博
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
＜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　「アンティークな手回し式ミシン」　～ 5月22 日（日）まで
■ロビー展　「幻氷写真展～蜃気楼ハンター 星弘之の世界～」～4月6日（水）まで
■北方民族博物館移動展　「トナカイと暮らすータイガの遊牧民たち」　
　　　　　　　　　　　　4月27日（水）～6月19日（日）

4月の図書館は
イベント盛り沢山です！

表紙もぜひ
ご覧ください！

■今月の展示　4月1日（金）～30日（土）
　・小学生向けおすすめ本　「どきどきわくわく 小学校！」
　・中高生向けおすすめ本　「推し本」
　・働く大人サポート課　　「年度初めは”ゆるスタート”で」
　・スポットライト　　　　　「雪が解けたら土いじり」
■「これも学習マンガだ！ SHARI こども総選挙」　 4月12日（火）～5月13日（日）
■「みんなに紹介！オススメ本」　　　　　　　　4月12日（火）～5月13日（日）
■「おいでよ！としょかんスタンプカード」　　　　4月12日（火）～5月13日（日）
■「オススメ本 ガチャ」　　　　　　　　　　　 4月26日（火）～5月13日（日）

DRIFT ICE 公演
「THE TOWER」

けいぶん支援事業
ドリフト　　アイス

ザ タワー

■日時　4月3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　500 円
■取扱所　麺通館・ゆめホール知床
◆問合せ　DRIFT  ICE  久野堅太郎
　　　 （090-1846-2483）

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/図/博) おはなし
ガーデン（図）

おはなし
ガーデン（図）

入学式（斜小・朝小
・ウ・斜中）

DRIFT ICE 公演
「THE TOWER」（ゆ）

入学式（斜高）

おはなしの
花ばたけ（図）

おはなし
ガーデン（図）

おはなし
ガーデン（図）

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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