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　　　s BEKIN! 〔美筋〕 Vol.4 ～さあ、美しい体を作りましょう～

　今年も人気講座「レッツビキン！」を実施します。「レッツビキン！」は、講座の初回と最終回に身体・体

力測定を行い、専門講師による効果的な有酸素運動や筋トレ等のメニューを一定期間実施した効果を確認して

もらう連続講座です。これまで開催した講座では、体重の減少や運動数値が向上しており、参加者の皆さんは

改めて日頃の運動の大切さを実感していました。

　「レッツビキン！」は、多様なライフスタイルや仕事・子育てに追われ、運動を行う機会に恵まれない、運

動不足になりがちな一般成年層を対象とし、特にお腹周りが気になる人や、体力向上を意識しているけど、実

際に運動・トレーニングを実践できていない人のために運動のきっかけづくり、習慣化を行います。

　ひとりではなかなか踏み出せない継続した運動。ぜひこの講座に参加して体力アップや引き締まった体づく

り、生活習慣病予防など、健康増進に取り組んでみませんか。

　今年は暑い夏から成年層向けスポーツ連続講座がスタートします！

□期　間　8～10月の火曜日（19:00～ 20:30）全8回

　　　　　[8月] 23日 [9月]  6日・20日・27日 [10月] 4日・11日・18日・25日　

□会　場　ゆめホール知床 リハーサル室

□定　員　25名

□対象者　町内に住む一般成年男女（18歳～65歳）　

　　　　　※初回（8月23日）、最終回（10月25日）の身体測定に必ず参加できる方

□講　師　橋本 由香 氏（日本フィットネス協会認定フィットネスインストラクター）

□内　容　①測定、運動実技（必ずご参加ください！）

　　　　　　・第1回、8回　身長、体重、体脂肪率、腹囲、上体起こし、長座体前屈、片足立ち測定

　　　　　②運動実技 　

 　　 ・第1回～2回　ストレッチ、腹筋強化、エアロビクス

　　　　　　・第3回～5回　筋トレ、エアロビクス、ボール・チューブトレーニング

　　　　　　・第6回～8回　体幹強化、筋トレ、エアロビクス

□参加料　1名400円 （全8回分の保険料として）

□持ち物　運動靴、運動できる服装（ジャージ等）、飲み物（水分補給のため）、ヨガマット

　　　　　※ヨガマットは、数に限りがありますがレンタルできます。ご相談ください。　

□募　集　7月5日（火）～8月12日（金）（9:00～17:00）まで

□その他　当講座に参加毎に「行政ポイント」が50ｐ付与されます。

　　　　　講座内容については、変更の場合があります。                 

□後　援　公益財団法人 北海道健康づくり財団　　

◆申込み　ゆめホール知床（22-2222）　　

Let’
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エアロビクス

体幹強化
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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/

　

　

　

　

　

　

　

　

　待ちに待った夏休み。子どもたちが楽しく安全に

夏休みを過ごすために、保護者の皆さんや地域の皆

さんによる見守り・声掛けをお願いします。

　□ 7月24日（日）～8月16日（火）知床ウトロ学校

　□ 7月26日（火）～8月17日（水）斜里小学校

　□ 7月26日（火）～8月17日（水）朝日小学校

　□ 7月26日（火）～8月18日（木）斜里中学校

　□ 7月27日（水）～8月18日（木）斜里高等学校

　※予定のため、変更の可能性があります。

　

町内各学校の夏季休業日程について
　マスクを着用していると、熱中症のリスクが高ま

る恐れがあります。感染症対策を踏まえた熱中症対

策として、次のことに気をつけましょう。

　・屋外で人と十分な距離を確保できる場合は、状

　　況に応じてマスクをはずしましょう。

　・涼しい室内や日陰に入り、直射日光を避けま　

　　しょう。

　・こまめな水分補給をしましょう。

　・エアコン使用中もこまめに換気をしましょう。

　・適度な運動を行い、暑さに備えた体づくりと、

 　　日頃から体調管理をしましょう。

 熱中症に注意！

町立学校の土曜授業日程について

　　斜里町教育委員会では、学校・給食センターで

　働く職員（会計年度任用職員）を下記のとおり募集

　しています。

　□募　集

　　①教育活動支援講師　

　　　　  1,201 円 / 時給

　　②代替調理員　　　　

　　　　  1,002 円 / 時給

    □人　数　①1名　②若干名

　□時　間

　　①8：00 ～ 16：30（休憩 60 分）

　　②8：00 ～ 16：45（休憩 60 分）週 1～ 3日程度

　□業　務

　　① 少人数指導、個別に応じた教育支援活動

　　② 学校給食調理・洗濯

　□資　格　

　　①教員免許・保育士免許または塾講師と同等の

　　　能力、経験をお持ちの方

　　②町内在住者で明るく元気で体力に自信のある

　　　方（所持資格要件なし）

　□期　間　採用が決定次第、募集を終了します。

　◆問合せ　生涯学習課（26-8391）

職員を募集しています！

　今年度も町内すべての学校で土曜授業がスター

トしており、令和4年度は小学校8回、中学校・義

務教育学校7回の実施を予定しています。7月以降

の日程と内容をご紹介します。なお、実施内容は

変更される場合があります。

　＜7月＞

　　2日　朝日小　体力テスト

　　9日　斜里小　教科等学習

　  23日　ウトロ　 学級懇談会

　＜8月＞

　  20日　ウトロ　 教科等学習

　  27日　朝日小　のびのびタイム

　＜10月＞

　　1日　斜里中　文化祭特別日課

　  15日　斜里小　学芸会練習

　　　　  朝日小　知床ハロウィン

　　　　  斜里中　文化祭

　＜11月＞

　　5日　ウトロ　 English Camp

　  12日　斜里小　教科等学習

　　　　  朝日小　学芸会練習

　＜12月＞

　  10日　斜里小　参観日

　  17日　ウトロ　  進路説明会

　＜1月＞

　  28日　朝日小　のびのびタイム
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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

7月の休館日：4（月）、11（月）、19（火）、25（月）

※18日（月）「海の日」は祝日開館します。

　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。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　～ 8月21日（日）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。

　1983（昭和58）年7月、弘前市との友好都市盟約

を記念して「弘前ねぷた」が初めて斜里で出陣しま

した。今回はしれとこ斜里ねぷたに関する小物を展

示します。

　□会　期　～ 7月24日（日）まで

　□場　所　博物館本館受付前

　※この展示の観覧は無料です。

学校の変遷

しれとこ斜里ねぷた小物

ロビー展

収蔵資料展示

斜里平野地質観察会
観察会

講座
来運の湧水

夏の星座と土星観察会
　こと座のベガ、白鳥座のデネブ、ワシ座のアルタ

イルを結ぶ夏の大三角形や天の川の中にある星雲・

星団を天体望遠鏡で観察します。また、輪を持つ土

星も見てみましょう。

　□日　時　8月2日（火）20:00～21:00

　　　　　　悪天候の場合は8月3日（水）に変更

　□場　所　博物館前に集合

　□講　師　合地信生学芸員

　◆申込み　知床博物館（23-1256）　

　屈斜路火山の火砕流と豊かな水量の斜里川で作ら

れた斜里平野。中斜里の採石場、来運の湧水、さく

らの滝、神の子池、摩周カルデラ、小清水原生花園

の鳴き砂などを観察し、斜里平野の成り立ちについ

て考えてみましょう。

　□日　時　7月23日（土）9:00～16:00

　　　　　　悪天候の場合は7月24日（日）に延期

　□場　所　博物館前庭に集合

　□講　師　合地信生学芸員

　□持ち物　雨具、長靴、お弁当、筆記用具

　□定　員　7名

　□参加費　300円（高校生以上、協力会員無料）

　◆申込み　知床博物館（23-1256）

ギャラリートーク
&なつかしの校歌ミニコンサート

ロビー展「学校の変遷」関連イベント

　現在交流記念館ホールで開催しているロビー展「学

校の変遷」の資料を見ながら学校の歴史を解説しま

す。また校歌のミニコンサート（ピアノ）を行います。

　□日　時　7月9日（土）10:00～11:30

　□場　所　交流記念館ホール

　□講　師　村田良介学芸員、加賀田直子（ピアノ）

　□定　員　20名程度
　◆申込み　知床博物館（23-1256）

大正13年頃の遠音別尋常小学校校舎
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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

2022.07.01

　いつもご好評いただいている古本市について、

今年は古本の販売のみ、屋外で開催します。

　思わぬ掘り出し物と出会えるチャンスかも！　

□日　時　7月1日(金)～3日(日)

　　　　　全日11:00～13:00のみ

□会　場　図書館正面入口前

□主　催　としょかん友の会・斜里町立図書館

□内　容　古本の販売

　　　　　※例年行っている雑誌の無料配布、飲

　　　　　　 み物の提供はありません。

お礼
5月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■佐々木　一子　様(青葉町)

■森　雅則　様(新光町)

■弦間　秀子　様(朱円西)

■匿名希望の皆様

古本市のおしらせ

夏休み図書館講座（工作）のお知らせ
　毎年夏休みに開催する小学生向けの工作講座に

ついて、今年は8月1週目を予定しています。日程

や内容、参加募集に関しては、7月中旬頃に図書館

カウンターやホームページ等でご案内する予定で

す。

　ただし、感染症まん延の状況によっては開催し

ない場合や参加募集後に急きょ中止とする場合も

ございますのであらかじめご了承ください。

夏休み！　読書を楽しもう！　
　　　　　　　　   オススメ本展示
　夏休みは、図書館でお気に入りの本を見つけて

みませんか？

　小学生から高校生までを対象にした、読書感想

文コンクールの課題図書や推薦図書「北海道青少

年のための200冊」のほか、図書館職員のおすす

め本を展示します。

　新しい本との出会いが、きっとあなたを待って

います。

□日　時　7月23日（土）～8月19日（金）

　　　　　※最終日は12：00まで

□場　所　図書館エントランス

夏休み特別展示

かくれほん太をさがせ！　2022
　図書館の中に隠された、図書館キャラクター・

斜里ほん太を全部見つけよう！

　いつもは見ない本棚のところなど、図書館のす

みずみを探検しながら遊べる館内周遊型イベント

です。すべて見つけられた人には、図書館オリジ

ナルのしおりをプレゼント！　

□期　間　8月2日（火）～21日（日）

□受　付　期間中10：00～18：00まで

□会　場　図書館内

□対　象　幼児～一般

夏休み特別イベント
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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/soshikikarasagasu/
  yumehallshiretoko/taiikushinkokakari/index.html

　夏休み期間の利用について

プールで遊ぼう！「水中運動会」

　子どもたちに「身体を動かす楽しさ」「運動の楽

しさ」を伝えるとともにプールが気軽に楽しめる場

所だと知ってもらうため、海洋センタープールとウ

トロ地域水泳プールで「水中運動会」を実施します。

　泳ぐのが苦手な子も楽しく参加できるメニューを用

意していますので、気軽に参加してください。

　また、水難事故に遭い救助を待つ間に必要な背浮き

や、ペットボトルを使って浮く「ペットボトル浮き」

を行います。

　□日　時　①8月  3日（水）10:00～11:30

　　　　　　②8月10日（水）10:00～11:30

　□場　所　①ウトロ地域水泳プール

　　　　　　②海洋センタープール

　□対　象　小学1年生～小学6年生まで

　□定　員　各15名 （1年生～6年生）

　□参加費　100円（保険料）

　□持ち物　水着・水泳キャップ・ゴーグル

　　　　　　バスタオル・くつ袋・飲み物

　　　　背浮き（昨年度のプールで遊ぼう！）　

　◆申込み　①ウトロ漁村センター （24-2711）　

　　　　　　②ゆめホール知床　　 （22-2222）

　B&G海洋センタープール

□午前開放日程

　7月26日（火）～8月20日（土） 10:00～12:00

　※8月10日（水）のみ、事業開催のため午前開放

　　は利用できません

□その他　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　海洋センタープール（23-1775）

雪とあそぼう！　
　斜里スキースポーツ少年団団員募集！！

　スキースポーツ少年団は知床の雄大な大自然の

中、スキーを通じて雪と親しみ、心身の健全な育成

とスキー技術の向上を目的として活動しています。

　少年団は、美しく安全に滑り降りることを目標と

しているエンジョイ志向の「基礎スキー」を中心

に、ポールを通過しタイムを競う「レーシングチー

ム」と、決められたコース・種目で滑走し、採点数

を競う「技術選チーム」で構成され、各地方大会に

出場して全道、全国大会を目指し、各々が好きなカ

テゴリーの中でスキーを楽しんでいます。

　また、3月下旬には4年生以上の団員を対象に1泊

研修旅行を開催し、貸し切りバスでサホロスキー場

へ向かい、大きなスキー場で見聞を広げてきます。

　せっかく雪国北海道に住んでいるのですから、入

団してスキーが滑れるようになれば、進学後はもち

ろん、町外や道外に移り住んでも学校や職場の仲間

同士で楽しくスキー旅行に出かけるなど冬を楽しむ

ことができます。

　ぜひ入団して、多くの仲間と、そして雪とあそん

でみませんか？

　□期　間　1月上旬～3月上旬

　□活動日　毎週土曜　13：30～15：30

　　　　　　毎週日曜　10：00～15：30

　　※コロナ対策により、学年で変更の場合あり

　□場　所　ウナベツスキー場（斜里町字峰浜）

　　※レーシング、技術選チームは平日ナイター　

　　や町外スキー場でも活動、各大会に出場します

　□対　象　小中学生　

　　　　　　　※技術選は小学3年生以上

　□費　用　5,000円

　　　　　　（団費4,500円、育成会費500円）

　□その他　リフト代は別途用意してください

　◆問合せ　加藤敏弘　携帯（090-8638-0008）

　　　　　　　　　　　自宅・FAX（26-7915）

　　　　　　笠谷俊介　職場（22-2222）



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 https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
  yumehallshiretoko/kominkankakari/index.html
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発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.7 モンチ さん

【癒しのアクティビティ】
＝温冷浴（自称 オンレニスト）
【キーワード】
＃地の果てボルダー
＃アウトドアを文化に
＃好きな言葉＝冒険とロマン
＃地球と自分の
　　　リレーションシップ

【癒しのアクティビティ】
＝温冷浴（自称 オンレニスト）
【キーワード】
＃地の果てボルダー
＃アウトドアを文化に
＃好きな言葉＝冒険とロマン
＃地球と自分の
　　　リレーションシップ

Monchi

実は…画家だったり、水泳、バックカントリース
キーと、モンチさんはこれらのレベルも一級品。
”広く深く”取組むスタイルに、ただただ脱帽する
取材スタッフでありました…。

Instagram

　「クライミング」という言葉を聞いたら、真っ先にイメージするのはオリンピッ
クで垂直な壁をスルスル登るスポーツ競技でしょう。しかし、モンチさんの言うク
ライミングはあくまで「文化的活動」です。
　クライミングが文化的⁉ピンとこない方が多いでしょうが、フラっと山に行き、
魅力的な岩があれば登る。ただそれだけ。そこには競い合いもなく、成功や失敗、
景色や時間の全てを、1人で自然と向き合って楽しみます。
　また、人によっては、別な登り方をしたり、同じルートを辿ったり…。そんな
各々が描いたストーリーを読み解き、1つの岩を通じて、多数の気持ちを共有する
様は小説さながらで、正に「文化的」といえるでしょう。
　また、そんな異色アーティストのモンチさん。現在はクライミングスポットを紹
介する冊子を鋭意製作中。色んな人が、自然の中に足を踏み込んで、アウトドアに
親しんでほしいと想いを込めています。

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。

END OF THE EARTH
完成が楽しみです!

乞う！！
ご期待！

　誰もが古典の授業で触れたことがある「源氏物

語」ですが、その時代の民俗的（文化的）な側か

ら読んだことって無いですよね？単純にストー

リーを読むだけでなく、その時代の生活習慣や社

会の様子を学ぶことで、理解が深まり、さらに楽

しめます。参加をお待ちしています！

　□日　時　7月14日（木）10:30～12:00

　□場　所　斜里町立図書館 会議室

　□講　師　元龍谷大学教授 浦西勉 氏

　□定　員　20名　□参加費　無料

　◆問合せ　浦西 陽子（090-6205-0427） 

「古典文学と歴史民俗学」を学ぶ

文学
博士(　)

　サケマスの遡上が少なくなって困るのは人間だけ

じゃない！？5月号でもお知らせした、モモンガに

続いて、第2弾はヒグマの展示です。

　秋になると、ヒグマは3ヶ月もの長～い冬眠に備

えて、モリモリと沢山の食物を食べます。意外なこ

とに、サケ・マスを食べるのは、知床限定と言って

も良いくらいレアな光景。そんな姿を子グマの成長

と共に見守った「ワイルドだけど心温まる」写真

展です。ぜひ見に来てください。

　□会　期　～7月24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
『鮭が減ってやべぇベアー⁉』

Instagram

第28回 根北線殉難者・受難者追悼集会

　昭和初期に根北線（根室～斜里）開通のために、『タ

コ部屋労働』と言われる過酷な労働を強いられた多く

の方々を追悼する集会です。

　□日　時　8月7日（日）　9:30～12:00

　□場　所　越川橋梁前（現地集合）

　 　　　　　※雨天時および集会後は、越川地区農

　　　　　　　村集落センターで学習会をします。

　◆問合せ　知床の歴史を語る会

　　　　　　森　亮一　職場（44-0779）

　　　　　　　　　　　自宅（43-1178）
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ゆめホール情報
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　https://www.town.shari.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/
 　　　yumehallshiretoko/kominkankakari/index.html

　　　   6月号広報に折込んだ生涯学習活

　　動情報紙  （通称 ピンクの紙）に掲載し

たQRコードは、発行直後にリンクの不具合

がありましたが、現在は掲載したQRコード

から情報を読み取ることができます。

　なお「ピンクの紙」は年1回の発行でしたが、QRコードからは

年度途中でも更新した情報が見られます。活用してください。

お詫び

    

   
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

   

 

町民による発表会 ①（既存組織中心の事業）

町民による発表会 ②
（実行委員会による公募創作的な事業）

プロ等招へい公演
（既存組織や実行委員会による招へい公演）

事業費の1/2以内の額
上限100万円

事業費の1/2以内の額
上限150万円

事業費の1/2以内の額
上限300万円

① 有料であること
② チケット収入の1/2以上の　
　 自己資金があること
③ 営利目的ではないこと。
     収益が出た場合は収益の
     1/2を本協会へ寄付（返還）
     すること

区　　　分 限　度　額 基　　準

１

２

３

【 支援基準 】

「斜里げいぶん」の公演費用支援制度を活用して公演を！

　コロナ禍では実行委員会主催で公演を企画すること
は、集客と収支の心配から決断を悩むところです。
　そんな中でも主催者は最大限の対策をし、来場者
にも感染防止に協力をいただき、昨年度は支援制度
を活用し5つの公演を開催しました。
　プロを招いて公演をしたい、団体やサークルで発
表会をしたいと考えたときにその資金は大きな課題

【 申請手続き 】

海上自衛隊  大湊音楽隊を迎えて

　北海道全域と青森・秋田・岩手の北東北 3 県を担
当区域とする大湊海上自衛隊。今回初めてのゆめホー
ル公演です。
　□日　時　 8月26日（金）開場 18:00   開演 18:30
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【全席自由】
　□料　金　無料　ただし入場整理券が必要です
　　　　　　（受け取りは 1回 4枚まで）
　◆問合せ　ゆめホール知床 　（22-2222）　

ゆめホール知床 コンサート2022

□主催者は公演実施予定日の３カ月前（最短で２カ月前）までに申請が必要です。
　詳細を決定する前に、「こんなことしたい・・・」と、まずは協会事務局へ 相談してください。
□ 申請に必要な書類は事務局とゆめホール知床にあります。

▶文化ホールの客席使用について
　　ゆめホール知床では4月から、文化ホールの客席
　は1席空けの制限をなくし、最大556人まで利用でき
　ます。ただし、ホール内で大声を出すことや、多くの
　会話はご遠慮ください。
　　主催者とご来場の皆さんの理解と協力によって
　安全な公演を続け、守っていきましょう。帰ってきたカラオケマン

　□日　時　 9月11日（日）開場 13:30  開演 14:00
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【全席指定】
　□料　金　一般 2,500 円、高校生以下 1,500 円
　◆問合せ　ゆめホール知床 　（22-2222）　

風間杜夫 ひとり芝居

です。「斜里げいぶん」は支援基準に応じて公演費
用を助成することで、町の皆さんの文化活動や発表
の機会を応援し、舞台の鑑賞機会が広がることを
願っています。
　◆問合せ・申請先　斜里町芸術文化事業協会　　
　　事務局　午来 準一 （090-7651-0898）
　

ゆめホール事業No.182

ゆめホール事業No.183

　「帰ってきたウルトラマン」と口が滑
りそうですのでご注意を。1997 年から
2010 年に 5部作まで続いた風間杜夫の
ひとり芝居「牛山明シリーズ」が、2021
年再始動。「牛山明が帰ってきた！」と大
好評です。テレビや舞台で大活躍の風

間杜夫。実力派俳優の役者魂を堪能あれ。

※ 大湊音楽隊公演・帰ってきたカラオケマン公演の
　 詳しいチケット情報は、8ペー ジをご覧ください。
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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

■ロビー展「学校の変遷」　
　～8月21日（日）まで
■収蔵資料展示
　「しれとこ斜里ねぷた小物」
　～7月24日（日）まで

■今月の展示　7月1日（金）～31日（日）
　・小学生向けおすすめ本　「おいしいやさい」
　・中高生向けおすすめ本　「毒と薬と『薬屋のひとりごと』」
　・働く大人サポート課　　「世界を深く知る　イギリス」
　・スポットライト　　　　　「お医者さんの書いた本～実用書編～」
■夏休み特別展示「夏休み！読書を楽しもう！オススメ本展示」7月23日（土）～8月19日（金）12:00
■夏休み特別イベント「かくれほん太をさがせ！2022」8月2日（火）～21日（日）

7月は、イベントがいっぱい
です！今まで体験したことの
無いこと、気軽に参加してみ
てはどうでしょう！？

海上自衛隊  
大湊音楽隊を迎えて

ゆめホール事業No.182

■日　時　8月26日（金） 開場18:00 開演18:30
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール【全席自由】
■料　金　無料（要入場整理券）
　　　　　※受取は 1回 4枚まで
■配　布　友の会会員先行 7月12日（火）から
　　　　　一般配布　　　 7月15日（金）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）

チケット取扱い情報

風間杜夫 ひとり芝居
帰ってきたカラオケマン

ゆめホール事業No.183

■日　時　9月11日（日） 開場13:30 開演14:00
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール【全席指定】
■料　金　一般 2,500 円　高校生以下 1,500 円
　　　　　※当日各 500円増、未就学児不可
■発　売　友の会会員先行 7月12日（火）から
　　　　　一般配布　　　 7月15日（金）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）

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休館日
(ゆ/図)

休館日
(博/プ/ウプ)

海の日

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)

おはなし
ガーデン（図）

体力テスト（朝小）

夏の星座と
土星観察会（博）

古本市（図）

土曜授業（斜小）公民館講座
ぶらぶらしゃり学②
（ゆ） 

公民館講座
ぶらぶらしゃり学①
（ゆ） 

公民館講座
ぶらぶらしゃり学③
（ゆ）

ギャラリートーク
＆校歌ミニコンサ
ート（博）

おはなし
ガーデン（図）

学級懇談会（ウ）

斜里平野
地質観察会（博）

おはなしの
花ばたけ（図）

夏季休業開始（ウ）
～8/16

夏季休業開始
（斜小/朝小）～8/17
（斜中）～8/18

午前中開放（プ）
午前中開放（ウプ）

～8/20まで（8/10を除く）
～8/16まで

夏季休業開始
（斜高）～8/18

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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