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▲販売会の様子

～凌げ斜里岳～

＜通学関係＞
　　◆町内生徒→スクールバスを利用でき、遠距離通学生徒のバス賃を全額補助
　　◆町外生徒→公共交通機関の定期代、自家用車の燃料費等を全額補助
　　◆下宿生徒→下宿費用を一部補助
＜進学・キャリアアップ＞
　　◆通信講座（スタディサプリ）受信料を補助　　◆模試・検定等受験料を補助
＜特色ある教育の充実＞
　　◆知床自然概論への専門人材の派遣　　　　 ◆介護ヘルパー初任者研修受講料を補助
＜部活動の充実＞
　　◆部活動や研究活動での全道・全国大会への遠征費を補助
＜学習環境の充実＞
　　◆町立図書館ネットワークを利用した配本サービス

【観光情報科目での取り組み】

【観光ビジネス科目での取り組み】

 成長を実感できる斜里高校の学び
 自ら考え、行動する人を育てる教育に注目！

斜里町では、以下の支援を行っています！

▲北海道経済産業局長賞受賞

受賞生徒の声 ！

　斜里高校はIT企業のFileMakerのキャンパスプログラム指定校（企業が

プログラミングやアプリ開発をできる人材育成を行うこと）として企業

支援を受けています。昨年は、アフターコロナを見据えて町内の見所や

おすすめのお土産を探すのをお手伝いできるようなアプリを製作し、高

校生の視点から観光客に寄り添う取り組みを行いました。

　また、アプリ製作のアイデアや技術を競う大会にも挑戦。昨年はオリ

ジナル部門において全国３位と、2年連続の受賞となりました。

　昨年も「地方創生☆政策アイデアコンテスト2021」に出場。決勝大

会への出場は逃したものの、3年連続の北海道経済産業局長賞を受賞し

ました。その他、新たな取組として地域の特産品をＰＲするため、高

知県や福島県の高校生と共に、各地域の特産品を仕入れ売買する遠隔

地取引も実施しました 。

　斜里高校では、総合学科ならではの幅広い選択授業をはじめ、多彩な

学びを提供しています。生徒一人一人が主体的に考え、それをどう伝

え、他者と協働していくか。そんな「人間力」を、様々な活動の中で育

み、地域に根差して活躍できる人材の育成を、斜里高校では日々大切に

しています。

　様々な地域活動やコンテストに
チャレンジし、各大会で入賞するこ
とが出来ました。仲間と一緒に協力
し活動できたこと、地域の皆さんに
支えていただいたこと、うれしく
思っています。本当にありがとうご
ざいます！
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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/kyouikuiinkai/kyouiku-top.html

　 

　

地域の教育資源を活用した魅力的な高校づくり

留学生を紹介します！

　「自分と出会い、成長を実感できる学校」をキャッチフレーズに、「しれとこ斜里」を前面に打ち出した授業展開

を行い、魅力化を図っています。この 4月からは、文部科学省「地域みらい留学 365」を利用した 1名の留学生が、2

年生とともに学校生活を送っています。

　「地域みらい留学 365」とは、高校 2年生の 1年間を日本各地の魅力ある地域の高校で過ごす国内単年留学のこ

とです。昨年度、全国で 16 校（北海道では、鵡川、幌加内、斜里の 3校）が募集をし、魅力ある地域で様々な留学生活

を送っています。

　高校 2年生の 1年間、地域の高校に留学し、都会では味わえない本物の自然や文化に触れ、新たに出会う友達や

世代を越えた多くの仲間たちと共に、地域ならではの魅力を肌で感じ、生きた課題に向き合います。

蕎麦打ち体験 知床自然概論 課題研究（知床学）

▶知床手打ちそばやろう会の皆さ
んを講師に迎え、3年次フードデザ
インの授業で蕎麦打ちの魅力を体
験します。

▶各分野の専門家を講師に迎え、
知床について深く学ぶことができ
る斜里高校独自の授業です。

▶「知る」「広げる」「伝える」を目
標に、故郷の「良いところ・魅力」
と「問題点・課題」の両面を学び
ます。

斜里高校の教育活動

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉　田　彩　良
　一生に一度しか機会のない出来事というものはいくつかあると思いま
す。　そのひとつが  「一年間の国内留学」です。これから先大人になって
いく中で、一年間だけ遠く離れた知らない町で過ごす機会など、なかなか
ないと思います。仮に転勤などで引っ越しをしたとしても、良くも悪くも一
年限りの地域みらい留学と、どのくらい続くかわからない転勤。
また、比較的休みがある学生と長期休みの無い大人。あくまで学びを目的とした留学と、仕事を目的とした転勤では
物の感じ方や捉え方が大きく異なるのではないでしょうか。
　未来に何が起こるかわからない人生の中で、私は多くのことに挑戦してみたいと思っています。「今一番やりたいこ
とをする。」そんな気持ちで留学を決意しました。
　斜里町に来て感じていることは、気温は冷たいけれどその分人が温かいということです。様々な場所で「楽しんでい
ってね」「がんばってね」と声をかけてもらえるので、そのたびに歓迎されているのだと励みになります。
　もうまもなく12分の1が終わる留学生活。今後はもっとたくさんの場所に訪れたり、もっとたくさんの体験をしたり、
充実した毎日を送りたいと思います。

気温は冷たくても 吉 田 彩 良
よし だ  さ ら
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　一生に一度しか機会のない出来事というものはいくつかあると思

います。そのひとつが「一年間の国内留学」です。これから先大人

になっていく中で、一年間だけ遠く離れた知らない町で過ごす機会

など、なかなかないと思います。仮に転勤などで引っ越しをしたと

しても、良くも悪くも一年限りの地域みらい留学と、どのくらい続
くかわからない転勤。また、比較的休みがある学生と長期休みの無い大人。あくまで学びを目的とした留学

と、仕事を目的とした転勤では物の感じ方や捉え方が大きく異なるのではないでしょうか。

　未来に何が起こるかわからない人生の中で、私は多くのことに挑戦してみたいと思っています。「今一番

やりたいことをする。」そんな気持ちで留学を決意しました。

　斜里町に来て感じていることは、気温は冷たいけれどその分人が温かいということです。様々な場所で

「楽しんでいってね」「がんばってね」と声をかけてもらえるので、そのたびに歓迎されているのだと励み

になります。

　もうまもなく12分の1が終わる留学生活。今後はもっとたくさんの場所に訪れたり、もっとたくさんの体

験をしたり、充実した毎日を送りたいと思います。



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 https://shiretoko-museum.jpn.org

博物館情報

6月の休館日：6、13、20、27日（月）

　斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小

学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15

校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、

中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学

校の変遷を産業や人口の変化と合わせて紹介します。

　□会期　6月28日（火）～ 8月21日（日）

　□主催　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。

　斜里町の学校は明治25年(130年前)の斜里尋常小

学校の設置が始まりです。昭和20年代には小学校15

校、中学校11校がありましたが、現在は小学校2校、

中学校1校、小中一貫の義務教育学校1校です。学

校の変遷を産業や人口の変化と合わせて紹介します。

　□会期　6月28日（火）～ 8月21日（日）

　□主催　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。

　昭和レトロな「手回し式かき氷製造機」を展示し

ます。描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代

背景を感じさせます。ぜひ一度、ご観覧ください。

　□会期　～ 6月26日(日)まで

　□場所　博物館本館ロビー

　※本資料のみの観覧は無料です。

　昭和レトロな「手回し式かき氷製造機」を展示し

ます。描かれた人工衛星や天体望遠鏡が当時の時代

背景を感じさせます。ぜひ一度、ご観覧ください。

　□会期　～ 6月26日(日)まで

　□場所　博物館本館ロビー

　※本資料のみの観覧は無料です。

学校の変遷

昭和レトロなかき氷製造機

知床博物館ロビー展

収蔵資料展示

知床半島一周　地質観察会
観察会

おしらせ

ヒカリゴケのあるマッカウス洞窟と水冷破砕岩

朱円小学校の沿革史と日誌

ホームページがリニューアル！！

博物館の情報はこちらから→

　知床博物館のホームページが、より親しみやすい

デザインで新しく生まれ変わりました。今後も、

ホームページを通じて、講座・特別展などの情報を

発信していきます。ぜひ、下記QRコード・URLか

らチェックしてみてください。

　□URL　https://shiretoko-museum.jpn.org

　知床博物館のホームページが、より親しみやすい

デザインで新しく生まれ変わりました。今後も、

ホームページを通じて、講座・特別展などの情報を

発信していきます。ぜひ、下記QRコード・URLか

らチェックしてみてください。

　□URL　https://shiretoko-museum.jpn.org

　最近、羅臼側で地質観察をする機会が多くなり、

斜里側も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明

らかになってきました。斜里側から羅臼側へと車で

移動し、半島の両側で火山活動がどの様に起こった

のかを観察します。

　□日　時　6月25日（土）　8:30 ～ 16:30

　□集合場所　博物館前庭

　□講　師　合地信生（知床博物館）

　□持ち物　雨具、長靴、お弁当、筆記用具

　□参加人数　 7名（要参加申し込み、高校生以上）

　□参加費　300円（協力会員無料）

　◆申込先　知床博物館（23-1256）

　最近、羅臼側で地質観察をする機会が多くなり、

斜里側も含めた知床半島全体の火山活動の歴史が明

らかになってきました。斜里側から羅臼側へと車で

移動し、半島の両側で火山活動がどの様に起こった

のかを観察します。

　□日　時　6月25日（土）　8:30 ～ 16:30

　□集合場所　博物館前庭

　□講　師　合地信生（知床博物館）

　□持ち物　雨具、長靴、お弁当、筆記用具

　□参加人数　 7名（要参加申し込み、高校生以上）

　□参加費　300円（協力会員無料）

　◆申込先　知床博物館（23-1256）

昭和レトロなかき氷製造機
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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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　図書館の応援団『図書館サポーター(個人参加の

ボランティア)』は現在7名の方に登録いただき、

図書館イベントサポートや子どもたちへの読み聞

かせを中心に活躍していただいています。

　活動に関心のある方、図書館での生きがいづく

りを始めてみませんか？

　□主な活動内容

　　①書棚の本の整理や本の展示づくり

　　②図書館に来る子どもたちへの読み聞かせ

　　③イベント開催

　　④草刈や除雪など図書館の美化活動

　　　　　　　　　　　　　　　　などなど……

　□説明会日程

　　図書館サポーターの活動内容や注意点などに

　ついてお話しします。説明会を聞いて「やって

　みたい！」という方のみ登録となりますので、

　お気軽にご参加ください。

　　①6月18日(土)

　　②6月19日(日)

　　③6月21日(火)

　　　いずれも13:30～15:00(予定)

　　※申込み期限　6月17日(金)

　　※ご都合の良い日程でお申込みください。

　　　(内容はどの回も同じです)

　◆申込み・問合せ　図書館(23-3311)

　　　　　　　　　または図書館カウンターまで

お礼
4月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■羽田野　優喜　様(美咲)

■田村　由美子　様(朝日町)

■保村　浩二　様(本町)

■匿名希望の皆様

令和4年度　教科書展示会
　毎年多くの方に見ていただいている教科書展示

を今年も開催します。

　検定に合格した各出版社の小・中学校の教科書

を見比べることのできる貴重な機会です。ぜひ手

に取ってご覧ください。

　□期　間　6月10日(金)～24日(金)

　　　　　　　　　　　　　　　　午前中まで

　□場　所　図書館エントランス

図書館サポーター募集中！

「これも学習マンガだ！
　　　SHARIこども総選挙 」結果発表！
　4月12日(火)～5月13日(金)にかけて実施した子ど

も読書週間イベントのうちのひとつ、「これも学

習マンガだ！　SHARIこども総選挙」では、斜里

町の小学生～高校生を対象として、対象作品約110

冊の中から、今自分が一番読みたい漫画に投票し

てもらいました。

　合計で68票の投票があった今回、票を最も集め

たのは『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手

帳～』(サンデーGXコミックス版、日向夏／原作、

倉田佐ノ路／作画)に決定しました！

　こちらはこれから図書館で読めるように準備を

進めます。

　図書館に入ったマンガは貸出せず、いつでも館

内で読めるようになります。図書館の棚に並ぶ日

を、今しばらくお待ちください。

　たくさんの投票、ありがとうございました。
古本市のおしらせ
　いつも好評いただいている古本市の開催を予定

しています。内容の詳細などは今後ホームページ

や図書館内の掲示でお知らせします。

□日　時　7月1日(金)～7月3日(日)

　　　　　全日11:00～13:00のみ

□主　催　としょかん友の会・斜里町立図書館

※雑誌の無料配布はありません。
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　ウトロ地域水泳プールオープン
　6月1日（水）からウトロ地域水泳プールがオー

プンします。また、知床ウトロ学校の夏季休暇期

間中は午前も開館します。

　□開設期間　6月1日(水)～9月30日(金)

　□利用時間　〈午後の部〉　13:00～16:30

　　　　　　  〈夜間の部〉　18:00～20:30

　　　　　　　※7月24日(日)～8月16日(火)のみ

　　　　　　  〈午前の部〉　10:00～12:00　　　 

    □個人料金　中学生以下無料・一般1回200円

　□団体料金　午前/夜間1,500円・午後2,000円 

　□大会使用　1日5,000円

　□シーズン券　2,500円

　□休 館 日 　月曜日(祝日の場合、翌日休館)

　□ご利用にあたっての注意点

・シーズン券は、ウトロ地域水泳プールとＢ＆Ｇ

　海洋センターで購入できます。

・海洋センタープールシーズン券（5,000円）は　

　ウトロ地域水泳プールでもご利用できます。

・小学2年生以下の利用、中学生以下の夜間利用　

　は、安全のため保護者が同伴してください。

　◆問合せ　ウトロ地域水泳プール（24-3303）

　　　　　　Ｂ＆Ｇ海洋センター　（23-2911）

【 陸上競技ロードコース12km 「キロ数標識」設置位置図】

スタート・ゴール 12ｋｍ

１ 2

3 4

567

1ｋｍ・11ｋｍ
2ｋｍ・10ｋｍ

3ｋｍ・9ｋｍ

4ｋｍ・8ｋｍ5ｋｍ・7ｋｍ6ｋｍ折り返し

看板設置箇所

ロードコース

標識設置位置図

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

　小学生低学年向け初心者水泳教室

　斜里水泳連盟による初心者水泳教室が下記の日程

で開催されます。

　この機会に水で遊ぶ楽しさを覚えましょう！

　□開催日　8月4日（木）・8月5日（金）

　□時　間　13:00～14:00　

　□場　所　Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

　□対　象　小学1～2年生(水泳少年団未加入者）

　□持ち物　水着・ゴーグル・キャップ・タオル

　□申込み　7月30日(土)までに用紙に記入し、申

　　　　　　込み　※申込み用紙、受付箱はBG　

　　　　　　プール窓口にあります

　□参加料　1人1回100円（保険代として)

　◆問合せ　斜里水泳連盟　

　　　　　　高橋 美恵子（080-5581-3653）
　陸上競技ロードコースキロ数標識設置

　陸上競技ロードトレーニング向け12kmロードコース『キロ数表示標識』を1km毎に設置しました。雄大な自

然の中、風景を楽しみながら健康増進・競技力向上のためにランニングやウォーキングに活用ください。

【標識設置位置】

①スタート･ゴール地点 /斜里魚菜卸売市場前   　②1km･11km/ 斜里自動車学校正面入り口前

③2km･10km/ オホーツク霊園～斎場間  　　　　④3km･9km/ 以久科原生花園入口西側

⑤4km･8km/ 斜里峰浜１号道路（西４線西側）　　⑥5km･9km/ 斜里峰浜１号道路（西５線・下水道終末処理場前）

⑦6km折り返し地点 /あさひ広場東側

　　
　　

この標識を運動の目安にしてみませんか
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「野鳥は命ある生物」という視点で、作者の神戸さ

んは、鳥たちの動きや表情を感じられるスケッチを

大事にしてきました。写真ではボツになるような場

面も鳥の愛すべき素顔です。「鳥ってこういう動き

するよね」「こんなに鳥が表情豊かとは知らなかっ

た」という感想が聞かれると、神戸さんは「絵描き

で良かった」としみじみ思うそうです。本展では、

道東の野鳥の描き下ろしスケッチも多数展示いたし

ます。知床の鳥たちの奥深さ、素晴らしさも皆様に

伝われば嬉しいです。ぜひお越しください。

　□期　日　6月4日（土）～7月31日（日）

　□時　間　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）

【作者プロフィール】

　1973年生まれ。英国サンダーランド大学自然環

境画学科卒。5歳で野鳥観察に興味を持ち、初参加

の観察会で自然環境と鳥の関係のおもしろさを教わ

る。野鳥画は小学生の時に動物画家の薮内正幸氏の

ペン画集を見て描き始める。2000年、野生生物画

を学ぶために渡英し、在学中に英国の野鳥雑誌

BIRDWATCH主催の野鳥画コンペティションArtists 

of the Yearの一人に日本人として初めて選出。

神戸 宇孝 個展
『スケッチブックの中の鳥たち』

知床自然センター

←
展示のイメージ画像を
神戸さんから、ご寄稿
いただきました！

　斜里テニス協会は下記のとおり、初心者テニス教
室を開催します。

　□期　間　6月7日(火)～23日(木)まで　計6回

　□曜　日　毎週火・木曜日(19:00～20:30）

　□対　象　協会員、高校生～一般

　□参加料　3,000円（協会員は無料）

　　　　（ボール代、コート使用料、保険料含む）

　※ラケットは貸出をしますので希望の方はお知ら

　　せください。

　※テニス協会に入会を希望される場合「年会費」

　　が掛かります。

　　（一般 5,000円・高校生2,000円）

　◆問合せ　藤井 満（090-5950-6474） 

斜里テニス協会主催
　　　　　　初心者テニス教室開催！

　10月に美瑛町で開催される「子供陶芸展」の出

品を目指しての陶芸教室です。手びねりでの作り

方やろくろの講習を始め、のぼり窯でのかまたき

も参加できます。「作る楽しみ・かまたきの感

動・使う楽しみ」をぜひ味わってください。

　この教室での焼きものづくりの一連の体験を通

して、将来陶芸に対する興味や関心を高まれば幸

いです。皆さん、一緒に楽しみましょう！

　□期日

　　土曜日編：6月11日、18日、25日、7月2日

　　　　　　　9:00～12:00

　　日曜日編：6月12日、19日、26日、7月3日

　　　　　　　14:00～17:00

　□場　所　斜里町峰浜110　斜里窯窯元

　□対　象　小学生～一般

　□定　員　5組10名／各回

　　　　　　※要申込、小学生は要保護者同伴

　□参加費　5,000円（材料費、焼成料含む） 

　◆問合せ　中村 二夫（28-2123）

斜里窯 親子陶芸教室

期間内であれば、5,000円で何回でも
参加可能です！じっくりゆっくり、自分
の作品に取り組むことができます♪



公民館ふるさと探求講座　「ぶらぶら しゃり学ー景観ウォッチング」参加者募集！

10周年  ho’ikeレイ アロハ フラ 斜里サークル
ホ  イ  ケ

　「ho’ike」とは発表会の意味です。
　レイ アロハ フラ斜里サークルは10周年
を迎え、子どもから大人までがクラスごと

に発表します。気分はまさに夏のハワイです！
　□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
　◆問合せ　レイ アロハ フラ 斜里サークル
　　　　　　平賀 亜麗　（090-5077-7978）

げいぶん支援事業

　あらためて町を知り、いいところを見直す勉強会＆見学お出かけ講座、名づけて「ぶらぶら しゃり学」につ
いて、３月から準備会メンバー５人と内容をあたためてきました。
　知っているようで知らない斜里をちゃんと知りたい！「へぇ～そうなの、ほほぅなるほど」がオモシロイ！
そんな「ぶらぶら しゃり学」を目指します。

初心者向け手打ちそば講習会
　ざるそばの季節到来？！暑い日にはツルツルっとそば
を食べたくなります。それが自分で打ったそばならなお
のこと、美味しさ２倍、元気３倍です！
　会員が丁寧に教えます。ビミョーな手の感触、感覚を
体験してください。
　□日　時　6月19 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　6月15日（水）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）
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一
回
目

二
回
目

三
回
目

7/1（金）  10:00 ～ 12:00
ゆめホール知床　会議室２

7/8（金）    9:00 ～ 12:00
ゆめホール発着　プチ遠足①

7/15（金） 9:00 ～ 12:00
ゆめホール発着　プチ遠足②

　畑の風景の美しさは、準備会メンバーのイチオシの中でもさらに１番でした。
　そこで時代をさかのぼって調べていくと、斜里平野の地形や変化に驚きと発
見がいっぱい！畑の風景がさらに輝いて見え、先人のたくましさに元気をもら
える景観ウォッチングに、ぶらぶら出かけてみましょう。
　□講　師 　村田 良介さん（自称  斜里の歴史と景観ハンター）　

　□参加費 　無料　

　□定　員　 10 人        ◆問合せ・申込み　ゆめホール知床　（22-2222）

日　時 ／ 場　所 内　　容

むかしの斜里は、湿地と針葉樹・広葉樹がしげる原野です。

古い地図や写真を見ながら、斜里平野の変化を探ります。

斜里平野の地形を見ながら、開拓の歴史をたどるプチ遠足を

２回に分けて開催します。

斜里平野の景観は、自然と人がつくったキセキの芸術作品です。

　５月14日開催の「ウクライナ人道危機救援チャリティー

”ひまわり”映画上映会」の収益および当日の会場募金、総

額224,212円を、日本赤十字社に送金しましたので報告さ

せていただきます。皆様のご協力に感謝申し上げます。

お礼
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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

■今月の展示　6月1日（水）～30日（木）
　・小学生向けおすすめ本　「ぼくらのともだち・ロボットの本」
　・中高生向けおすすめ本　「図書館＠ガーリーコレクション」
　・働く大人サポート課　　「お酒と楽しく付き合う」
　・スポットライト　　　　　「語学をはじめよう！」
■「令和4年度　教科書展示会」　6月10日（金）～24日（金）午前中

■ロビー展「学校の変遷」　6月28日(火）～8月21日（日）
■収蔵資料展示「昭和レトロなかき氷製造機」　～6月26日（日）まで

レイ アロハ フラ
ホイケ

10周年 ho’ike
■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）

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/ウプ)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休場日(パ)

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）

おはなし
ガーデン（図）

プールオープン日
（ウプ）

レイアロハフラ
「ho’ike」（ゆ）

初心者向け手打ち
そば講習会（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

知床半島一周　
地質観察会（博）

おはなしの
花ばたけ（図）

図書館サポーター
説明会（図）

図書館サポーター
説明会（図）

図書館サポーター
説明会（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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