
斜里町教育委員会

生涯学習だより

おじろ通信おじろ通信 2022

第278号 5
　昨年度からゆめホールに導入され、貸し出しが始まった「オンライン配信機器」。実はまだ知名度が低く、「な

にそれ？」と思っている方も多いことでしょう。名前だけ聞くと難しそうですが、今までの公民館活動が一層

充実したものになることは間違いない、ゆめホールの期待の新人です！ご利用お待ちしています！

ZOOMなどのWEB 会議

や、普段呼べないような

遠方の講師を招いてのオ

ンライン講演会に使用で

きます。

当日に舞台公演を観に来

られない方も、自宅で観

覧出来るようなオンライ

ン配信を行うことができ

ます。

サークルの発表会などを

綺麗な画質で撮影するこ

とができます。設定によっ

ては、4Kでの撮影も可能

です。

【使用実績】
・斜里町文化連盟　「町民文化祭」
・斜里吹奏楽団　「レギュラーコンサート」
・YAMAHA　「大人の発表会」
・「令和4年斜里町成人式」　　　　　　　など・・・・。

①どんな利用ができるの？

②どんな機材があるの？（一部使用例の紹介）

WEB会議利用 舞台公演等の
オンライン配信

発表会等の
記録・収録

舞台公演オンライン配信機器って？？

※利用にあたっては、申込みや打ち合わせが必要となります。
※利用・貸し出し要項をよくお読みください。
※貸出料金は施設利用料に含まれます。

　こんなにいっぱい使いこなせない・・・。そう思われ

るかもしれませんが、触ってみると意外に楽しいもの

です。事前にレクチャーを行うこともできますので、ま

ずはゆめホール知床へ、ご相談ください！

HP

ディスプレイ ハンディカムパソコン

ミキサー 業務用カメラ

Twitter Facebook



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/soshikikarasagasu/shogaigakushuka/

子育て・学校生活で困ったら
スクールソーシャルワーカー（SSW）

　斜里町教育委員会には、家庭や児童生徒が抱える問

題・悩みに対し、関係機関と協力して解決に向けた支援

を行う「スクールソーシャルワーカー（SSW）」が勤務して

います。お気軽にご相談ください。

　子どもがつらい状況にあれば、保護者や関係する先生

も辛くなるものです。SSWが一緒に支援を考えます。

　各学校の校長先生や、担任の先生などを通じて、また

は教育委員会までお気軽にご連絡ください。

　【スクールソーシャルワーカーの勤務内容】

　□日　程　毎週月・火・木・金（水曜休み）

　□時　間　8：45～17：30

　□場　所　斜里町教育委員会（役場2階）

　◆連絡先　斜里町教育委員会（26-8391）

 

　斜里町教育委員会では、個人への心理的なサポー

トを行うスクールカウンセラー（SC）を月２回程度配置

しています。

　児童生徒へのカウンセリング、教員や保護者への助

言、児童生徒の心の悩みへのアドバイスを行います。

　悩みの深刻化や、いじめ・不登校等の課題への早期

対応を目指しています。

　【スクールカウンセラーの勤務内容】

　□日　程　年間22日（月2回程度）

　□時　間　8:30～12:30

　□場　所　斜里中学校及び町立学校で実施

　◆連絡先　斜里中学校　生徒指導部

　　　　　　スクールカウンセラー係　（23-3212）

スクールカウンセラー（SC）

　困ったり悩んだりしたときは、一人で抱え込まない

で、周りの人を頼ってみましょう。少しでも気になること

があれば、まずは気軽にお電話をください。

令和4年度
「歯と口の健康週間にちなんだ
　　　　　　　図画・ポスター募集」

　「歯と口の健康週間」の普及・啓発のため、歯科保健に
関連した図画・ポスターを募集し、展示会を開催します。
金賞・銀賞に選ばれた図画・ポスター2作品は、北海道歯
科医師会主催の「北海道歯と口の健康に関する図画・ポス
ターコンクール」に出品されます。（作品は返却されません）
受賞者は、6月9日（木）に網走市ホームページにて発表され
ます。

□対　象　　町内小学校・義務教育学校　1～6年生

□募集作品　図画またはポスター

　　　        　※図面は絵のみとし、文字は入れないよう

　　　　　　　にして下さい。

　　　          　・画用紙B3（４つ切大）

　　　          　・色材料、用具は自由です。

　　　          　・裏面に、学校名、学年、氏名（ふりがな）

　　　　            を書いてください。

     　　　　 　・ポスターに標語を入れる場合は「虫歯」

　　　　　　    ではなく「むし歯」と書いてください。

□表　彰　　金　賞　  1作品　図書券3,000円

　　　　　　銀　賞　  1作品　図書券2,000円

　　　　　　優秀賞　　随時　図書券1,000円

　　　　　　参加賞　　　  　  歯ブラシ（受賞者は除く）

□展示会場　オホーツク・文化交流センター

　　　　　    ポスター展示　　　　　　　

□締切り　　 5月20日（金）

□提出先　　斜里町教育委員会　生涯学習課または、

　　　　　　 斜里町保健福祉センター　ぽると21

□主　催　　北見歯科医師会斜網地区歯科医師団

　　　　　　網走市　　　　　

◆問合せ　　網走市保健センター　

　　　　　　健康推進係　( 0152 )43-8450
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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 https://shiretoko-museum.jpn.org

博物館情報

5月の休館日：2、9、16、23、30日（月）

　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　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。

　現在交流記念館ホールで開催している北方民族博

物館の移動展「トナカイと暮らす ータイガの遊牧民

たち」に併せて、北方民族博物館の学芸員による

ギャラリートークを開催します。展示解説に加え、

ユーラシア大陸北部における遊牧文化について詳し

くお話しいただきます。

　□日　時　5月14日（土）13:00 ～ 14:00まで

　□場　所　交流記念館ホール

　□講　師　中田篤(北方民族博物館学芸員）

　□参加人数　15名程度(要参加申し込み）

　□参加費　無料

　◆申込先　知床博物館（23-1256）

トナカイと暮らす ータイガの遊牧民たち

ギャラリートーク

北海道立北方民族博物館移動展

北海道立北方民族博物館移動展を解説します

　希少淡水二枚貝「カワシンジュガイ」の過去生息

していたと思われる川と、現在生息する川をアイヌ

語地名を手掛かりに調べました。カワシンジュガイ

の不思議な生態と併せて調査の成果をパネルにまと

めましたので、ぜひご覧ください。

　□会　期　5月31日（火）まで

　□場　所　記念館ロビー（事務室脇の掲示板）

　　　　　　※この展示のみの観覧は無料です。

斜里ーウトロ地質観察会
観察会

成果報告パネル展

　博物館で作成し、YouTubeで配信している『おう

ちで楽しむブラ合地「知床の石①」』の地質ポイント

を現地でより詳しく観察します。今回の観察テーマ

はマグマの深い場所から浅い場所への移動です。ま

た、チャシコツ崎（カメ岩）のでき方についても考

えてみます。

　□日　時　5月28日（土）

　　　　　　8:30 ～ 12:00まで

　　　　　　※雨天時は29日(日)に延期

　□集合場所　博物館前庭

　□講　師　合地信生（知床博物館学芸員）

　□持ち物　雨具,　長靴,　筆記用具

　□参加人数　7名(要参加申し込み)

　□参加費　300円（中学生以下、協力会員無料)

　◆申込先　知床博物館（23-1256）

チャシコツ崎

トナカイに騎乗する遊牧民

アイヌ語地名とカワシンジュカイ

2022.05.01

3



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

2022.05.01

令和3年度一般書ベストリーダー
「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0～6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。

〈親子15分読書セット〉

　小学生とその保護者の方を対象とした貸出セッ

トです。内容の関連する小学生向け１冊・保護者

向け１冊の計２冊の本をセットにして専用のバッ

クに入れ、低・中・高学年の区分ごとにご用意し

ています。学校の朝読にもぜひご利用ください。

〈親子えほんセット〉

　赤ちゃんから小学校入学前までのお子さんを対

象とした貸出セットです。絵本3冊を1セットとし

て専用のバッグに入れ、0～2歳向け、3～4歳向

け、5～6歳向けの区分でご用意しています。図書

館に来てもゆっくり絵本を選ぶ時間がないときな

ど、お気軽にご利用ください。

◆問合せ　図書館（23-3311）

　　　　　または図書館カウンターまで

　2021（令和3）年4 月～2022（令和4）年3 月ま

でに町民のみなさんによく読まれたベストリーダ

ー本（一般書のみ）をご紹介します。気になって

いたあの本が、今なら借りやすくなっているかも

しれません。

　1位　白鳥とコウモリ／東野圭吾

　2位　透明な螺旋／東野圭吾

　  　　52ヘルツのクジラたち／町田そのこ

　3位　大義／今野敏

　　　  暮鐘／今野敏

　　　  極上のおうちラーメン／髙梨樹一

　　　  これで暮らす／群ようこ

　4位　変な家／雨穴

　　　  心淋し川／西條奈加

　　　  そして、バトンは渡された／瀬尾まいこ

　　　  婿どの相逢席／西條奈加

　5位　九十八歳。戦いやまず日は暮れず／　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤愛子

　　　  魂手形／宮部みゆき

　　　  黒牢城／米澤穂信

　　　  テスカトリポカ／佐藤究

　　　  ぼくはイエローでホワイトで、

　　　　　　ちょっとブルー／ブレイディみかこ

　　　  小説8050／林真理子

　　　  梅花下駄／佐伯泰英

親子で読書応援事業

お礼
3月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■保村　浩二　様(本町)

■匿名希望の皆様

ＧＷ中開館しています
　4月29日（金）～5月1日（日）、5月3日（火）

～5月8日（日）は休まず開館します。5月2日

（月）はお休みです。GWを斜里でゆっくりと過ご

す方は、この機会に図書館で気になっていた本を

手に取ってみませんか？

　期間中は、「みんなに紹介！おススメ本」や

「おいでよ！としょかん　スタンプカード」、

「おススメ本ガチャ」、「これも学習マンガだ！

SHARIこども総選挙」を開催中。盛りだくさんの

本のイベントをぜひお楽しみください。
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　斜里サッカースポーツ少年団では、サッカーに興味
のある子、体を動かすのが大好きな子、男女問わず小
学1年生から6年生まで団員を募集しています。
　サッカーを通じて、体力づくり、運動神経の向上、集
中力の育成、共に頑張り支えあう仲間づくりの心を育
みませんか。
　もちろん学年を問わず、いつからでも始められます。
見学や体験してみたい人も大歓迎。気軽に練習会場
へ遊びに来てください。
　□対象者　小学1年～6年生の男女
　□活動日　・5月～10月（月・水・金）  18：00～20：00
　　　　  　　斜里中グラウンド
　           　　 ・11月～4月（火・木・土）  18：30～20：00
　　　　  　　斜里中体育館
　◆問合せ　藪　大輔（職場：26-8378）

施 設 
B&G 海洋 

センタープール 
町営・シーサイ

ドパークゴルフ場 
町営野球場 陸上競技場 

町営 
テニスコート 

利用時間 
13:00～16:30 
18:00～20:30 

日の出～日没 日の出～22:00 日の出～日没 日の出～21:00 

定休日 月曜日(振替あり) 木曜日 無休 無休 無休 
料金 中学生以下 無料 無料 ―― 無料 無料 
   高校生以上 200 円 (1 回) 300 円 ―― 100 円 300 円 
   1 時間使用 団体使用 

午後：2,000円 

夜間：1,500円 

̶̶ 250 円 ̶̶ ̶̶ 
   半日使用 ̶̶ 1,000 円 (団体)  800 円 ̶̶ 
   全日使用 ̶̶ 2,000 円 (団体) 1,500 円 ̶̶ 

回数券 ̶̶ (12 枚)3,000 円 ―― ―― ̶̶ 

シーズン券 5,000 円 
(一般) 7,000 円 
(ｼﾙﾊﾞ )ー 3,500円 

―― ―― 5,000 円 

夜間照明 ̶̶ ̶̶ (30 分)1,000 円 ―― ﾅｲﾀｰ 1時間100円 

物品使用料 ̶̶ (1 ｾｯﾄ) 200 円 ̶̶ ―― ̶̶ 
大会使用 5,000 円 ̶̶ ̶̶ 5,000 円 ̶̶ 

◆問合せ・使用料
支払い先 

プール管理棟 
23-1775 

グリーンハウス 
070-4427-0090 

海洋センター
体育館23-2911 

海洋センター体育館 23-2911 
グリーンハウス 070-4427-0090 

 

知床斜里野球少年団 団員募集

　知床斜里野球少年団では、団員を募集しています。
男女問わず小学1年生から6年生まで、どの学年でも始
められます。

　見学や体験してみたい人も大歓迎。気軽に会場へ遊
びに来てください。  
　□活動　4月～10月 16:00～日没    斜里小グラウンド
　                11月～3月  18:30～20:00  斜里中体育館
　◆問合せ　高橋 美和　（090-8705-6969）

斜里サッカースポーツ少年団 団員募集

気持ちの良い春が到来しました！ 屋外スポーツ施設 で体を動かしましょう！

スポーツ情報

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

B&G施設の利用について

【B&G海洋センター〈体育館〉】
　以下の期間、開館時間が変更となります。

　□期　間　4月29日（金祝）

                     　5月3日（火祝）～5月5日（木祝）

　□変更点　9:00～17:00のみ開館

【B&G海洋センター〈プール〉】

　今シーズンもオープンします。ご利用をお待ちし

ています。

　□ｵｰﾌﾟﾝ日  5月1日（土）　

　□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）

　　　　　　B&G海洋センタープール（23-1775）



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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　絵本作家あかしのぶこさんの新作絵本『しれと

このみずならがはなしてくれたこと』が4月に発

売されました。これを記念して、絵本の全ページ

を展示する原画展を開催します。

　物語は主人公である古老のミズナラの木が１頭

のヒグマに語りかけるところから始まります。

　ミズナラが何百年もの間に見てきた知床の森の

出来事や、様々な人との出会いを、時代ごとに回

想しながら展開される壮大な物語です。

　どうぞお楽しみください。

　□日　時　4月23日（土）～9月25日（日）

　□時　間　8:00～17:30

　□場　所　知床自然センター 企画展示室

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

しれとこのみずならがはなしてくれたこと
あかしのぶこ 原画展

今巷でよく聞こえるSDG’ｓ。
しれとこではもうずっと前か
ら生態系の復元と保全を目
指した森づくりが行われて
います。

知床の木々の声が未来に届
きますように・・・。

作者 あかしのぶこさん
からのコメント

　北海道の森林にすむエゾモモンガ。アイヌ語で

「アッカムイ（子守りの神様）」。ハート形の大き

な目にピンクの鼻とおちょぼ口。モフモフの毛に包

まれた丸い体。小さな手足でちょこちょこと木を登

り、フワフワの飛膜をいっぱいに広げて木から木へ

と滑空する、そんな可愛さと大胆さを兼ね備えたリ

スの仲間です。

　エゾモモンガの滑空シーンやもぐもぐタイムをぜ

ひお楽しみください。

　□日　時　～5月8日（日）まで

　□場　所　道の駅しゃり

　◆問合せ　道の駅しゃり（26-8888）

髙橋 賢悟 写真展「飛べ！モモちゃん！」
道の駅しゃり

Instagram

道の駅にトコさん仕様のストリー
トピアノがあるのを見たことはあ
りますか？気分は「駅ピアノ・空港
ピアノ・街角ピアノ」！あなたの好
きな音楽を奏でてみましょう！

発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.6 戸田実琴 さん

【癒しのアクティビティ】
＝屋上でギターを弾くこと

【キーワード】
＃イラスト
＃動物
＃自然との共生

【癒しのアクティビティ】
＝屋上でギターを弾くこと

【キーワード】
＃イラスト
＃動物
＃自然との共生

Mikoto Toda

「どうやったらこんなに描けるの？」
「10年間描き続ければ上手くなります！笑」

いつもの相棒たち
Instagram

　戸田さんが描く動物たちは、写実性の中にかわいらしさがあり、一目で惹かれま

す。なんでも子供時代の半分以上は都会で過ごしていたため、元々好きだった自然

や動物との関わりが薄く、ないものねだり的に描き始めて今に至るとか・・・。

　そんな戸田さんは、絵を描くときに下調べを欠かしません。図鑑には付箋がびっ

しりと貼られています。また、斜里に来たきっかけも下調べのうちに「人間と自然

の付き合い方はこのままではマズイ！恩返ししたい！」という気持ちが芽生え、今

の職場を選択したそうです。なんというアグレッシブさ！

　まさに”好きこそものの上手なれ”の化身の様な戸田さんでした。

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。



木の物語に耳を澄ます／ 木の物語に耳を澄ます 実行委員会
斜里岳三井登山道整備について～近自然登山道工法 学習会／斜里山岳会

源氏物語を読む／しゃり“若葉の会”

事業名 ／ グループ名

チャリティー映画会「ひまわり」
ゆめホール知床友の会主催　ウクライナ支援

　映画「ひまわり」は、1970年日本

で大ヒットした映画史に残る名作

です。撮影地はウクライナ。画面い

っぱいのひまわり畑は、ヘルソンで

撮影されました。

　映画会は「ゆめホール知床友の

会」が主催し、収益から経費を除いて、ウクライナ支援

のため日本赤十字社に寄付します。

　主催となる「ゆめホール知床友の会」は、年度会費

1,000円で入会できるゆめホール知床の応援団です。

年度の途中でも入会可能。詳しくはゆめホールまで。

　□日　時　5月14日（土）　

　　　　　　昼上映　開場13:00　開演13:30

　　　　　　夜上映　開場18:00　開演18:30

　□場　所　ゆめホール知床   文化ホール

　　　　　　【全席使用・自由席】

　※詳しいチケット情報は、8ページをご覧ください。

　□後　援　知床ユネスコ協会

　◆問合せ　ゆめホール知床友の会事務局（22-2222)

「しゃりマイプラン・マイスタディ事業」制度を活用して学びを広く深く
　「しゃりマイプラン・マイスタディ事業」制度は、生涯学習の推進を目的に、町の皆さんでつくる団体やサークルの

勉強会や学習活動の講師料の一部を助成するものです。「仲間で講座を開きたい」「新しいサークルをつくるきっか

けにしたい」「集まりで講師を呼びたい」という時に活用できます。

　予算に限りがありますので、活用を考える人はまずはゆめホールに連絡をください。

【手続きの流れ】

○実施3週間前までに提出を願うもの

　計画書、必要書類（名簿、団体･サークルの

　規約、事業チラシなど）

○助成可否審査→結果通知

○事業後報告書提出

【助成金額】（ 講師の居住地・金額は限度額）

　■講師に直接来てもらう場合

　　○町内講師　  5,000円

　　○管内講師　20,000円

　　○道外講師　50,000円

　■オンライン活用の場合　

　　〇町内講師   　5,000円

　　〇町外講師     20,000円

１

２
３

【令和3年度 活動実績】

近自然登山道工法 学習会

10周年  Hoike

レイ アロハ フラ 斜里サークル
ホ  イ  ケ

　レイ アロハ フラ斜里サークルが

10周年を迎えます。ゆったりとした音楽と、目が覚める

鮮やかな衣装は、観客の心を瞬時にハワイへ誘います。

　この10年でフラ文化は斜里にしっかり根を張りました。

現在斜里サークルは、子どもから大人まで5クラスに分

かれて練習中。発表会は1クラス3～4回の出番があり、

曲ごとの衣装替えで舞台ウラはてんてこまい！しかしス

テージではバッチリ決めますよ！レイ アロハ フラスタ

ジオ旭川の道東イベントチームも協力出演。10周年

Hoikeを盛り上げます。

　□日　時　6月4日（土）　開場16:30　開演17:00

　□場　所　ゆめホール知床   文化ホール

　　　　　　【1席空け・自由席】

　□入場料　小学生以上500円　（当日同額）

　□取扱い　ゆめホール知床・尾張屋時計楽器店

　　　　　　5月1日（日）から

　◆問合せ　レイ アロハ フラ 斜里サークル

　　　　　　平賀 亜麗　（090-5077-7978）

Hoike（ホイケ）は
「発表会」の
　　意味です

げいぶん支援事業

2022.05.01
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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/

ゆめホール情報



図書館

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/プ…海洋センタープール
　　　　　　ウプ…ウトロ地域水泳プール/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

■成果報告パネル展　
　「アイヌ語地名とカワシンジュガイ」　～5月31日（火）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」　～6月19日（日）まで

■今月の展示　5月1日（日）～31日（火）
　・小学生向けおすすめ本　「かずのふしぎ・算数の本」
　・中高生向けおすすめ本　「もうすぐ大人になる君へ」
　・働く大人サポート課　　「戦争がもたらすもの」
　・スポットライト　　　　　「日本をブラブラ」
■「これも学習マンガだ！ SHARI こども総選挙」　
　～5月13日（金）
■「みんなに紹介！オススメ本」　　　　　～5月13日（金）
■「おいでよ！としょかんスタンプカード」　～5月13日（金）
■「オススメ本 ガチャ」　　　　　　　　 ～5月13日（金）

レイ アロハ フラ ウクライナ支援チャリティー映画会

「ひまわり」
ホイケ

10周年 Hoike
■日時　6月4日（土）
　　　　開場16:30　開演17:00
■場所　ゆめﾎｰﾙ知床　文化ﾎｰﾙ
　　　　【1席空け・自由席】
■料金　小学生以上 500 円
■取扱所　尾張屋時計楽器店
　　　　ゆめホール知床
◆問合せ　ﾚｲ ｱﾛﾊ ﾌﾗ 斜里ｻｰｸﾙ
　　　 　平賀亜麗（090-5077-7978）

■日時　5月14日（土）
　　　　昼：開場13:00　開演13:30
　　　　夜：開場18:00　開演18:30
■場所　ゆめﾎｰﾙ知床　文化ﾎｰﾙ
　　　　【全席使用・自由席】
■料金　1,000 円 ( 当日 1,300 円 )
※高校生以下無料、未就学児不可
■取扱所　ゆめホール知床
◆問合せ　ゆめホール知床友の会
　　　　事務局（22-2222）

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/プ)

休館日
(ゆ/図/博/プ)

休館日
(ゆ/図/博/プ)

休館日
(ゆ/図/博/プ)

休館日
(ゆ/図/博/プ)

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

休場日(パ)

休場日(パ)

休場日(パ)

休場日(パ)

おはなし
ガーデン（図）

オープン日（プ）

おはなし
ガーデン（図）

運動会（斜中）

ウトロ地質観察会
（博）

運動会（ウ）

チャリティー映画会
「ひまわり」（ゆ）

おはなしの
花ばたけ（図）

北方民博移動展
ギャラリートーク
（博）

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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