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帰ってきた

KARAOKEMAN

□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】

（詳しいチケット情報は8ページをご覧ください）

風間杜夫が 演じます！ 歌います！ ハジケます！

【作品紹介】
　風間杜夫のひとり芝居は「牛山 明」というカラオケ

大好きなサラリーマンを主人公にしたお芝居です。

　1997年に１作目「旅の空」でスタートし、2作目「カラ

オケマン」に続き、「一人」「コーヒーをもう一杯」「霧の

かなた」まで5作品を発表し、2010年にはその5作品を

一挙上演し「牛山 明シリーズ」は完結しました。

　ところが2021年、牛山 明を演じた風間杜夫本人が、

「（5作目で）霧のかなたへ消えていった牛山 明はどこ

でどうしているのだろう」「踏ん張って生きているのだ

ろうか」と思いを馳せる中、作･演出を手がける水谷 龍

二 にリクエストし、牛山 明シリーズは再び動き始めま

した。

　コロナ禍で勤め先のスナックが廃業となった牛山。

心機一転、就職活動や社会貢献に奮闘する彼は、情に

厚く前向きだけど上手くいかないちょっと切ないオジ

サンです。

　牛山 明 72歳。実年齢も同じ風間杜夫が万感の思い

を込めて演じます！

【斜里の女優のお芝居トーク】
　「帰ってきたカラオケマン」はひとり芝居ですから風

間杜夫1人しか登場しません。これについて我が町斜

里の劇団「みずなら」女優3人（土屋さん・片山さん・桐

山さん）に、芝居の魅力と期待を伺いました。

　「1人で2時間のお芝居、その膨大

な台詞を想像するだけでスゴイと思

います。風間杜夫は 72歳でしょ。台

詞を覚えることはたいへんですから。一流の役者を生

で観られるのは楽しみでしかありません。」

　「ひとり芝居は語りによって、そこにはいない人を描

き出します。会話であっても相手はそこにいないわけ

です。でも独り言とは違う。観客は見えないからこそ想

像をどんどん膨らませて、見えない人を頭に描き、いつ

のまにか『見えてきてしまう』。主人公たちと同じ時空

にいると錯覚する面白さがあると思います。」

　「風間杜夫さんはテレビにもたくさん出ていますが、

舞台劇はカットを繫ぐテレビ番組とは違います。役者

の力を感じるのはやっぱり舞台です。期待しています。」

・   ・   ・

ゆめホール事業No.183



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/
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給食費の負担軽減について
　物価高騰による学校給食等の実施への影響や、やむ

を得ず給食費の値上げを検討せざるを得ない全国的な

状況を考慮し、国の地方創生臨時交付金を活用して、給

食費の負担軽減を行い、子育て世帯を支援します。

＜支援内容＞

　〇物価上昇分の食材料費の増額分

　〇園児・児童生徒分の令和4年9月～令和5年3月まで

　　の給食費を全額減免

　上記の支援は町立学校または町立保育園、保育所、

認定こども園に在籍するすべての園児・児童生徒を対

象としています。　

子育て世帯のみなさま
外国語指導助手（AET）を紹介します！
Welcome to Shari ！

町立学校の学級閉鎖の基準について
新型コロナウイルス感染拡大防止

　斜里町内でも新型コロナウイルスの感染が拡大して
います。感染拡大防止のため、町立学校では以下のいず
れかの状況に該当する場合、学級閉鎖を実施しています。
　①感染者が1名発生し、周囲に未診断の風邪等の症状
　　を有する者が複数いる場合
　②同一の学級において、複数の感染者が発生した場合
　③その他、学校医の助言を踏まえ、町教委が必要と判
　　断した場合
　＜対応例＞
　・感染者が1名、接触者のリストアップによる「感染の可
　  能性がある者」が3名
　　⇒学級閉鎖は行わず、感染者1名及び「感染の可能性
　　　がある者」3名を出席停止
　・感染者が1名、周囲に未診断の風邪症状を有する者が
　  2名
　　⇒学級閉鎖（上記①に該当）
　・同一の学級において感染者が2名
　　⇒学級閉鎖（上記②に該当）
　・感染者が1名で、児童生徒の活動状況により接触者と
　  思われる者が複数いて、学級内での感染拡大が強く懸
　  念される場合や、地域での感染拡大が懸念される場合
　　⇒学校医の助言を踏まえ、学級閉鎖（上記③に該当）
　※学級閉鎖を実施する場合は、ほっとメールでお知ら
　　せします。

　斜里町では、児童生徒のみなさんが生きた英語に触

れ、外国の言語や文化への理解を深めることができるよ

うAETを配置しています。AETはAssistant  English

Teacherの略で、英語を母国語とする外国語指導助手

のことをいい、外国語活動や英語の授業において教員

の補助を行います。 

　5月から町立学校へ派遣されているAETを紹介します。

　

　◇名前　アリソン・カーター

　◇出身　イギリス

　◇アリソン先生よりひと言

　　イギリス出身のアリソン

　・カーターです。地元マン

　チェスターではジャーナ

　リストと英語教師をして

　いました。

　　初めて日本に来て、斜里町の地域の一員になれた

　ことが大変幸せです。子どもたちはとてもフレンドリー

　で、先生方と子どもたちに英語を教えることが楽しい

　です。子どもたちは賢く才能があって、成長する姿を

　見られて嬉しいです。

　　私も英語を教えるとともに、先生方や子どもたちか

　ら日本の文化や生活を学んでいます。

　　斜里と近隣の環境はとても美しく、博物館を訪問し
　たり、網走湖でカヌーに乗ったり、羅臼でシャチを見た
　り、屈斜路湖でハイキングをしました。
　　斜里に来ることができて大変嬉しいです。これから
　の生活も楽しみにしています。
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博物館情報
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

【8月の休館日】

1（月）、8（月）、15（月）、22（月）、29（月）

　7月9日（土）、交流記念館ホールで開催中のロ

ビー展「学校の変遷」のギャラリートークが行われ、

展示の解説が行われました。また「なつかしの校歌

ミニコンサート」では朱円小学校や豊里小学校、越

川小学校などの校歌がピアノ演奏されました。

　本展示は8月21日（日）まで、知床博物館交流記

念館ホールにて開催しています。当時の様子がわか

る学校日誌など貴重な資料も展示していますので、

この機会にぜひご覧ください。

　※ロビー展のみの観覧は無料です。

　明治維新後の法整備に伴い、「シャリ」の地にも明

治10年頃から行政区や郵便局が設置されました。

　開拓使や三県一局制など国による様々な試みの中、

最初の斜里郡各村戸長となった川端又三郎氏に関す

る文書が博物館に寄贈されました。当時の様子とそ

の事実が確認できる川端家文書などを紹介します。

　□会　期　8月6日（土）～ 27日（土）まで

　□場　所　斜里町旧役場庁舎

　※本移動展はP6掲載の「葦の芸術原野祭2022」内

　　で開催します。入場料は無料です。

　知床博物館に収蔵されている昭和の玩具と雑誌を

展示します。童心を思い起こすレトロで懐かしい玩

具や雑誌をぜひご覧ください。

　□会　期　8月28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。

ロビー展「学校の変遷」ギャラリートーク

昭和の玩具と雑誌

レポート

斜里村の興りと川端家文書
移動展示　

収蔵資料展示

講座

北海道の石でキーホルダーを作ろう
　黒曜石、ジャスパー、ヒスイを磨いてオリジナル

のキーホルダーを作ってみましょう。

　□日　時　　8月27日（土）10:00～12:00

　□参加費　　大人400円

　　　　　　　中学生以下と協力会員は無料

　□場　所　　交流記念館実習室

　□定　員　　10名　※要申し込み

　□講　師　　合地信生学芸員

　□服装等　　汚れてもよい服装

　　　　　　　事前に爪を切っておいてください

　◆問合せ　　知床博物館（23-1256）

左から黒曜石、ジャスパー、ヒスイのキーホルダー

斜里で最初の戸長の辞令

→イベントなどの情報は知床博物館
Facebookでもご紹介しています。
右記QRコードからチェックしてみて
ください。

2022.08.01
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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
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　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　～8月19日（金）

　　　　　※最終日は12：00まで

□場　所　図書館エントランス

お礼
6月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■宮津　順子　様(文光町)

■吉田　みつ子　様(青葉町)

■渡辺　功　様(網走市)

■匿名希望の皆様

新しい新聞が入りました！
　週刊釣り新聞ほっかいどう「つりしん」が新し

く図書館に入るようになりました！　北海道の釣

り情報が満載の新聞です。斜里に関する情報も掲

載されているのでぜひご覧ください。

　「つりしん」は毎週木曜日発行です。最新号は

図書館新聞閲覧コーナーで読めます。最新号とバ

ックナンバーは、新聞棚の引き出しの灰色のファ

イルにつづられているので、館内でお読みくださ

い。（館外貸し出しはしていません）

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。ヒントを頼りに、館内に隠されているほん

太のイラストを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！

　夏休み中にぜひチャレンジしてみてください。

　

□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夏休み特別展示

夏休み！　読書を楽しもう！　
　　　　　　　　   オススメ本展示

ほん太は
図書館の
どこにかくれてる？



スポーツ情報

　大学陸上競技部が合宿入りします

　箱根駅伝出場を目指す日本薬科大学陸上競技部

（中田盛之監督）と芝浦工業大学駅伝部（前田直樹

監督）が今年も斜里町に合宿入りします。

　斜里合宿で予選会を突破する体力と精神力を鍛え

ます。皆さんのあたたかい声援をお願いします。

プールで遊ぼう！「水中運動会」

　「おはようランニング」がスタートします
　今年度のおはようランニングは昨年度と同じゆ

めホールをスタート・ゴールとし、陸上競技場方

面に向かい、折り返すコースになります。

　また、新型コロナウイルス感染症対策により、

スタート・ゴール時の密を避けるため、今年度も

タイム計測を行いません。予めご了承ください。

　なお、参加者には行政ポイントが発行されます。

　□日　時　　8月27日（土）～ 10月1日（土）

　　　　　　　毎週土曜日全6回　※雨天中止

　　　　　　　受付6:10／スタート6:30

　□集合場所　　ゆめホール玄関前

　□コース　　①1.5kmコース　

　　　　　　　　ゆめホール→球場→折り返し地点

　　　　　　　　→ゆめホール

　　　　　　　②2.5kmコース

　　　50　　　　ゆめホール→球場→陸上競技場ｸﾛｽ

　　　　　　　　ｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ1周→ゆめホール

　□参加費　　100円（全6回分・保険料を含む）

　□行政ﾎﾟｲﾝﾄ  レシートで50ポイントを付与

　□申し込み　　当日参加費と一緒に受付けます

　◆問合せ　　ゆめホール知床（22-2222）

　

　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「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。気軽に参加してください。

　また、水難事故に遭った時に、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　8月10日（水）10:00～11:30

　□場　所　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

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

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

　□期　間　

　〈日本薬科大学〉8月4日（木）～ 8月15日（月）

　〈芝浦工業大学〉8月16日（火）～ 9月1日（木）

　　【コース特徴】

・行きは博物館前駐車場
脇の平坦な歩行者専用
通路を走ります。
・2.5kmコースは起伏の
あるクロスカントリーコ
ースを走ります。
・戻りは野球場を過ぎて、
後半体力が消耗し疲れて
いるところで、心臓破りの
坂が待ち構えています。
・坂を越えて、一気にゴー
ルのゆめホールを目指し
ます。
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おはようランニングコース 1.5ｋｍ折り返し

2.5ｋｍコース

球場

道路横断

ゆめホール
スタート・ゴール

陸
上
競
技
場



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

2022.08.01
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今年もやります！「葦の芸術原野祭 2022」

◆問合せ
　　葦の芸術原野祭実行委員会
　　ashigei.art.fes@gmail.com

葦の芸術原野祭（通称あしげい）とは・・。
　昔懐かし旧役場庁舎を舞台に、作品展示や舞台公
演、参加型のワークショップを行うアートの催しで
す。2年目の今年は、映画上映やカフェの出店も加
わり、さらにバージョンアップです！
　□会期　8月6日（土）～27日（土）10:00～17:00
　　※月曜休館　※12日、19日（金）は22:00まで
　□入場　無料

昨年より大盤振る舞い！催しが沢山です！
　3つの公演を行うほか、
①松本一哉ライブ
②バストリオ＋松本一哉「黒と白の幽霊たち」
③葦の芸術原野祭「共同新作公演」

※別途チケット代が必要です。
※チケットはWEBや当日会場にて購入できます。

　知床・斜里にまつわるあなたの「おもいで」のモ
ノとエピソードを募集します。おもいでの品は会期
中、展示します。

　昔は広告として、イラストや文字が描かれていた
マッチ。斜里でも多くの店が作っていたはずです
が、最近は全く見かけません。もしかしたら、まだ
家のどこかに眠っているかも！そんな斜里ゆかりの
マッチを募集します。

-おもいでうろうろプロジェクト-

-マッチのまち-

（げいぶん支援事業）

「あしげい」には皆さんの「おもいで」が不可欠。
楽しかったこと、伝えたいこと…。斜里町の歴史を紡いできた1つ1つ
をぜひお寄せください。募集

旧役場庁舎

石川 幸江 写真展 「菌思」

　気が付けば、足元にいるキノコや粘菌達。私た

ちにとっては何気ない存在ですが、マクロの世界

で見ると、実に愛らしく、美しい存在です。そん

な世界を、写真を通して感じてみてください。

　□会　期　8月6日（土）～9月25日（日）

　□時　間　8:00～17:30

　□会　場　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）

HP

　夏休み期間のプール利用について

　□日　程　8月20日（土）までの10:00～12:00

　　※8月10日（水）は事業開催のため利用不可

　□その他　小学2年生以下の利用

　　　　　　中学生以下の夜間利用

　◆問合せ　海洋センタープール（23-1775）

保護者の同伴
が必要です｝

　Vリーグ２部で活躍するSafilva（サフィルヴァ）

北海道と北海道大学連盟の選抜チームが斜里町で公

開試合とバレーボール教室を行います。

　道内男子トッププレーヤーの迫力あるプレーを間

近で観られるチャンスです。ぜひ来てください！

　【8月6日（土）】

　　①バレーボール教室（13:00～14:30）※要申込

　　②公開試合（15:00～17:00）　※試合観覧無料

　【8月7日（日）】

　　③合同練習会（9:30～12:00）

　□場　所　斜里中学校体育館

　□その他　コロナ感染対策のため、マスクの着用

　　　　　　入館時の検温・手指消毒と、氏名・連

　　　　　　絡先の記入をお願いします。

　□主　催　NECレッドロケッツ合宿誘致実行委員会

　　　　　　（斜里町バレーボール協会）

　□後　援　斜里町合宿誘致実行委員会

　◆問合せ　馬場　務（090-7510-6190）　

　　　　　　babacchi2106@gmail.com

Safilva北海道・北海道大学連盟選抜
バレーボール交流会
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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

海上自衛隊 大湊音楽隊 斜里公演

　音楽隊入隊希望者が多い中、その狭き門を突破し
た吹奏楽のスペシャリストたちによる演奏は聴きごた
え抜群です。吹奏楽について肥えた耳をもつ斜里町
民をきっと唸らせるでしょう。

ゆめホール知床 コンサート2022
ゆめホール事業No.182

　ゆめホール主催事業の「大湊音楽隊公演」と「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。

　令和4年度下半期の定期利用申込みを受付ま

す。現在ゆめホール知床を定期的に利用されて

いる団体や、新しく利用を検討している団体は

必ず参加してください。

□日　時　8月23日（火）18:00から 

□場　所　ゆめホール知床　公民館ホール

□利用期間　令和4年10月1日 

                                  ～ 令和5年3月31日分まで

◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

令和4年度下半期定期利用団体受付

ゆめホール知床全館ワックスがけのため臨時休館

□期　日　8月20日（土）・21日（日）

　小中学生向け夏休み体験講座「コマ撮りムービーを

つくろう」は、7月27日･30日、8月5日の3日間で、小道具

作成と撮影会をして一つの作品作りを目指します。

　ムービーのあらすじは、子どもたちがゆめホールで

映画鑑賞中に眠りに落ち、夢の中でオバケに追いかけ

られ、捕まるギリギリのところで我に返るというもの。

舞台の大道具がオバケになって動き出す様は、コマ撮

りならではの面白さ。はたしてどんな作品ができあが

るでしょう？

　作品はゆめホールのロビーモニターで来館者に観

てもらう予定です。

　◆問合せ　ゆめホール知床　（22-2222）

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」終了

　7月の3週3回にわたって公民館講座「ぶらぶら しゃり

学－景観ウォッチング」を実施しました。斜里のいいと

ころを見つめなおし、思わぬ発見に出会う連続講座です。

　2週目・3週目は文字通りぶらぶらと町内をプチ遠足。

そしてその遠足をより楽しくするための「予習」として、

1週目に事前学習会をしました。

　美しいと自慢できる斜里の畑の風景。しかし昔から

ずっとこの風景があったわけではなく、川の流れを替

え、排水を整え、一枚一枚の畑が造られてきました。

　旧根室街道をたどり、農業発祥のアッカンベツ原野

に思いを馳せ、斜里平野を遠望する「景観ウォッチング」。

「斜里平野の景観は、自然と人のつくったキセキの芸

術作品だ」は講師の名言です。

　□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）　

　基線と南5号は砂
利道の交差点。
　東側の扇状地の
わずかな高みから
斜里の農業が始ま
り、西側の地を畑に
替えてきました。

　◆問合せ　ゆめホール知床　（22-2222）
劇団みずなら・網走南ヶ丘高校 演劇部
　　　　　　　　　　ダブル演劇公演

　コロナ禍で活動に大きな影響を受けた演劇界。劇
団みずならは 3 年ぶりに舞台を復活します。さらにこ
の公演には網走南ヶ丘高校演劇部も作品を上演予定。
観客に観てもらうことが役者たちを熱くします。
　□日　時　 9月24日（土）開場 18:30   開演 19:00
                                   25日（日）開場 13:00   開演 13:30
　□場　所　ゆめホール知床  公民館ホール
　□料　金　一般 800円、高校生 400円
　　　　　　中学生以下無料
　□チケット発売　8月上旬から
　□取扱い　ゆめホール知床・劇団員
　◆問合せ　劇団みずなら 
                          鹿野 能準 （090-8899-8840)
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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
■移動展示「斜里村の興りと川端家文書」　
　8月6日（土）～27日（土）
■収蔵資料展示「昭和の玩具と雑誌」　
　～8月28日（日）まで

■今月の展示　8月2日（火）～31日（水）
・小学生向けおすすめ本「ひんやり、アイスパーティ」
・中高生向けおすすめ本「自己流・自由研究』」
・働く大人サポート課「日本のエネルギー問題を考える」
・スポットライト「真夏のカロリー祭り」
■「夏休み！読書を楽しもう！オススメ本展示」　
　～8月19日（金）12:00まで
■「かくれほん太をさがせ！2022」
　8月2日（火）～21日（日）10:00～18:00

海上自衛隊  
大湊音楽隊 斜里公演

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
■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
■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/博/プ/ウプ)

休館日(ゆ)
※ワックス清掃

休館日(ゆ)
※ワックス清掃

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

山の日

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）

プールで遊ぼう！
水中運動会（プ）
※午前中一般利用×

北海道の石でキー
ホルダーを作ろう
（博）

海上自衛隊
大湊音楽隊
斜里公演（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

おはなしの
花ばたけ（図）

夏季休業終了（ウ）

午前中開放最終日
（ウプ）

午前中開放最終日
（プ）

夏季休業終了
（斜小/朝小）

夏季休業終了
（斜中/斜高）

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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