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知床ウトロ学校　太鼓体験

和心ブラザーズ

影向舎 学校寄席

和モノ芸能をたっぷり

斜里町スクールコンサート　「和太鼓公演」

斜里町小劇場　「学校寄席」

　小学校芸術鑑賞会実行委員会は斜里小・朝日小・知床ウトロ学校の先生たちと、ゆめホール知床が担

当する事務局で組織し、その年ごとに演目を替えて子どもたちの鑑賞機会を企画・実施しています。

　新型コロナの影響を受け、令和2年度は子どもたちが舞台芸術にふれる機会が全く無くなり、昨年は

緊急事態宣言の間を縫って”なんとか”実施しました。今年も方法を工夫し、子どもたちが舞台公演を観

られるよう努めています。

終了行事「能楽がやってくる」

　スクールコンサートはアーティストが各学校を訪問し演奏します。子どもたちは「我

が家」に来るお客さんを迎えるかのよう。演奏者も気合が入ります。今年は和太鼓と

津軽三味線の迫力のある演奏を聴きます。

　□日　程　9月14日（水） 斜里小学校 開演   9:15

　　　　　　　　　　　　　 朝日小学校 開演 13:05

                          9 月 15日（木） 知床ウトロ学校 開演   9:25

　□出　演　和心ブラザーズ（和太鼓：しんた、津軽三味線：新田 昌弘

　　　　　　　　　　　　　　民謡 &津軽三味線：井上 強嗣）

　斜里町小劇場はゆめホール知床の文化ホールで公演を観る行事です。「学校寄席」

は初めて落語にふれる子どもたちにもわかりやすいよう、解説と落語の体験コーナー

があります。

　□日　程　10月7日（金） 

                           斜里小学校（1～ 4年生）　開演 10:00

　　　　　　  朝日小学校（1～ 6年生）・知床ウトロ学校（1～ 4年生）     開演 13:30

　□出　演　落語：春風亭かけ橋、雷門小助六　　　　　　　

　文化庁の「子供のための文化芸術鑑賞・体験再興事業」を活用して、

各校を「能楽がやってくる」公演が巡回しました。お囃子や能面の体験と、

「高砂」と「羽衣」を鑑賞。参加学年は学校が選択しました。

　□日　程　6月28日（火）～ 7月13日（水）各校 2日間で開催

　□出　演　シテ方：山中 雅志･井戸良祐、他  笛方､小鼓方､大鼓方､太鼓方 

    □参　加　斜里小学校（5～ 6年生）・  朝日小学校（5～ 6年生）

　　　　　　知床ウトロ学校（1～ 9年生）



学校情報

ネットトラブルにあわないために 公園はみんなのもの

引き続き感染症対策をお願いします 暗くなる前に家に帰りましょう

　   

　新型コロナウイルス感染症の影響で、せっかくの

休日も遊びに行けず、 家でインターネットを利用す

る時間が増えたのではないでしょうか？

　インターネットはちょっとした油断や少しの間違

いでトラブルや犯罪に巻き込まれたり、気が付かな

いうちに加害者になることがあります。

　今一度、危険性を確認してトラブルや犯罪にあわ

ないようにしましょう。

⑴パスワードは友達にもヒミツ
　誕生日など簡単に分かるものは危険です。

　長くて複雑なパスワードを設定しましょう。

⑵メールのリンクやファイルはすぐに開かない
　端末を乗っ取るウイルスが仕込まれてい

　たり、パスワードが盗まれる可能性があ

　ります。知人のなりすましにも要注意です。

⑶端末は常に最新の状態にしておく
　アプリやソフトが古いままで弱点が残っていると、

　そこを悪い人や最新のウイルスが狙ってきます。 

　「後で」にせず、最新にアップデートしましょう。

⑷困ったら大人に相談しよう
　相談することは悪いことではありません。どうし

　ても被害に合ってしまう場合もあります。

　困ったら、1人で悩んだりそのままに

　せず、まずは信頼できる大人に相談

　しましょう。

　秋が近づき、比較的過ごしやすい気温になりまし

た。外出やレジャーを楽しみたい季節ですが、依然

として新型コロナウイルス感染症は猛威を振るって

います。引き続き感染症対策を徹底するように心が

けましょう。

　また、インフルエンザやノロウイルス

等も流行り始める時期なので、感染しな

いように手洗いとうがいを徹底しましょう。

　8月は暑い日が続いたこともあり、公園で水遊び

をしたという人も多いのではないでしょうか。公園

で遊ぶことは、健康的で良いことですが、周りの人

に迷惑をかける遊び方をしないように気を付けま

しょう。

⑴小さなゴミだとしても、自分

　で出したゴミはちゃんと持ち

　帰って処分しましょう。

⑵散歩中にペットがフンをした

　場合は、フンを放置せず持ち

　帰り、処分しましょう。

⑶遊具をひとりじめしてはいけ

　ません。交代しながらみんな

　で仲良く遊びましょう。

⑷公園はみんなが使う場所です。

　一人一人が相手を思いやる心

　を持って、気持ちよく使える

　ように、マナーを守って遊び

　ましょう。

　9月になり、日没の時間が少しずつ早くなってい

ます。昼と夜の時間がほぼ同じになる秋分の日は、

今年は9月23日（金）です。

　いつもと同じ感覚で遊んでいるうち

に、気が付いたら暗くなってしまうか

もしれません。 

　

　早めに家に帰るように心がけましょう。

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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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
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9月の休館日：5（月）、12（月）、20（火）、26（月）

※19日(月）は祝日開館します

　旧朱円小学校をリニューアルした農業資料等収蔵

施設の一般公開を行います。職員室を中心にした展

示スペースでは、開墾から畑を耕し、作物を育て、

収穫するまでに使われる農機具を展示しています。

収蔵庫として利用している体育館など、普段は見る

ことのできないバックヤードを見に来てください。

　また、11日（日)には博物館協力員の近藤正純さ

んによる地域農業の解説も行われますのでご参加く

ださい。

[公開期間等]
　□日　時　9月7日(水) ～ 11日(日)　

　　　　　　9:00 ～ 16:00

　□場　所　斜里町朱円32番地(旧朱円小学校)

　□観覧料　無料

[解説]
　□日　時　9月11日（日）　①10:00～ ②13:00～

　□参加費　無料、申し込み不要（先着20名まで）

　はた織りの会のみなさんが、ひとつひとつ丁寧に

時間をかけて織った作品を展示します。新作も出品

しますのでお楽しみに。

　□日　時　9月23日（金）～11月19日（土）

　□場　所　交流記念館ホール

　　※ロビー展の観覧は無料です。

　昭和時代に自治会で所有されて、結婚式に貸し出

されていた朱塗酒器（三々九度セット）や嫁入り道

具などを展示します。

　□会　期　9月1日（木）～25日（日）

　□場　所　博物館本館受付前

　□観覧料　無料

農業資料等収蔵施設公開

昭和の嫁入り道具
施設公開

はた織りの会展示
ロビー展示　

収蔵資料展示

講座

秋の星座と土星・木星観察会

　秋の夜空には明るい1等星がなく、少し寂しい感

じがしますが、アンドロメダ大星雲やペルセウス座

の二重星団が見られます。アンドロメダ大星雲は双

眼鏡でも見ることができますので、双眼鏡で探して

みましょう。また、輪を持つ土星や縞模様の木星も

天体望遠鏡で観察します。

　□日　時　9月23日（金）20:00 ～ 21:00

　□場　所　博物館前集合

　　（悪天候の場合は24日（土）、25日（日）に延期）

　□講　師　合地信生学芸員

　　※要参加申し込み

　◆問合せ　　

　　知床博物館（23-1256）

昨年の展示の様子

朱塗酒器(三々九度セット)

2022.09.01



図書館情報
2022.09.01

お礼
7月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■石川　文子　様(青葉町)

■匿名希望の皆様

　毎年、としょかん友の会との共催で行っている9

月の「としょかんまつり」および11月の「秋の古

本市inウトロ」について、今年度は新型コロナウ

イルス感染拡大防止の観点から中止することとな

りました。

　楽しみにされていた皆様には大変申し訳ありま

せんが、ご理解のほどどうぞよろしくお願いいた

します。

　図書館のホームページ上で、さまざまな機能が

使えること、ご存じですか？

　図書館のインターネットサービスを知って、よ

り便利に使いこなしてみましょう。

　□WEB上でできること

　　・図書館に読みたい本があるかの検索

　　・読みたい本が貸出中かどうかの検索

　　・貸出中の本の予約

　　・今自分が借りている本の一覧の確認

　　・自分が借りている本の貸出期間延長

　　　（延長は1冊につき1回まで。

　　　　　　　　　予約のない本に限ります）

　　・WEB上のブックリスト作成

　　・本のレビューを書く

　　・全国の利用者の本のレビューを見る

　　・よく読まれる本のランキングを見る

　

　□利用方法

　　斜里町立図書館ホームページの「蔵書検索」

　のボタンを押して表示される、インターネット

　サービスの画面から各種機能をご利用いただけ

　ます。パソコン版とスマートフォン版の画面が

　あるため、お手元の端末に合う方を選んでくだ

　さい。

　↑紺色のボタンが目印です。

　利用には「斜里町立図書館の利用者カードの　

番号」と「ログインパスワード」が必要です。　

図書館カウンターにて、図書館カードの発行と　

初期パスワードの発行ができますので、利用し　

たい方は図書館カウンターまでお申し込みくだ　

さい。

図書館のインターネットサービスを
　　　　　　　　　　 便利に使おう！

としょかんまつり・秋の古本市inウトロ
　　　　　　　　　   中止のお知らせ

今月のおはなし会
　毎月、子ども向け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や図書館職員が親子で

楽しめる場を設けています。

おはなしガーデン

　□日　時　9月1日、8日、15日、22日、29日

　　　　　　毎週木曜日　10:30～11:30

おはなしの花ばたけ

　□日　時　9月17日(土)　

　　　　　　毎月第3土曜日　10:30～11:00

落とし物・忘れ物おあずかりしています
　図書館内で見つかった落とし物・忘れ物は、カ

ウンターでお預かりしています。(保存期間：1年)

　心当たりのある方は職員にお声がけください。

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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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

　ハマナスマラソン等の中止について

　おはようランニング開催中です

B&G海洋センター体育館・武道館・学校開放
　後期体育施設の利用申込みについて
　各施設の後期期間（令和4年10月～令和5年3月）

の定期利用を希望される団体は、事前に申込みの

上、利用調整会議にお集まりください。

　□体育施設利用申込み締切

　　申込み締切日　9月9日(金)まで

　□利用調整会議日程：利用施設・会場

　  ○斜里小・朝日小・斜里中（学校開放）

　　9月16日（金）19:00～　ゆめホール会議室1

　　※新型コロナ感染症対策により、武道館、海洋

　　　センター及び知床ウトロ学校（学校開放）の

　　　利用団体については、利用希望日の重複が　

　　　あった場合のみ会議を行います。

　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

　今年もコースを変更し、昨年と同じくゆめホール

をスタートして陸上競技場に向かい、折り返して

ゴールのゆめホールを目指すコースになります。

　また、コロナ感染症対策により、スタート・ゴー

ル時の密を避けるため、タイム計測を行いません。

　なお、参加者には行政ポイントが発行されます。

　□日　時　　～10月1日（土）まで

　　　　　　　毎週土曜日　※雨天中止

　　　　　　　受付6:10／スタート6:30

　□場　所　　ゆめホール正面玄関前集合

　□コース　　①1.5kmコース　②2.5kmコース　

　□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）

健康な身体づくりに‼

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

斜里町体育の日

　毎年10月第一日曜日に開催されている「斜里町体

育の日（ハマナスマラソン大会・体力測定大会・

パークゴルフ大会）」事業について、昨今の新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、ハマナスマ

ラソン大会の開催について検討を重ねてきました

が、密の回避や感染症拡大予防の徹底が困難である

ことから、今年度においても中止となりました。

　心待ちにしていた方もおられるかと思いますが、

何卒ご理解の程よろしくお願いします。

　◆問合せ　ゆめホール知床 （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

2022.09.01
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発見！ 町内アーティスト探訪記　Vol.9 本間早紀（pon） さん

【癒しのアイテム】
＝嵐とHey！Say！JUMPの
　ライブDVDを観ること！

【キーワード】
＃消しゴムハンコ
＃動物好き
＃共生
＃生き物の繋がり
＃かわいいは正義

【癒しのアイテム】
＝嵐とHey！Say！JUMPの
　ライブDVDを観ること！

【キーワード】
＃消しゴムハンコ
＃動物好き
＃共生
＃生き物の繋がり
＃かわいいは正義

‒消しゴムハンコ作家‒‒消しゴムハンコ作家‒
Saki Honma

Instagram

　「今朝、30分で作ってきました～♪」と軽い感じで出てきた消しゴムハンコ。
　「か、かわいい！」と思わず、声を発するほどキュートな作品たちがズラリ。
　動物好きが高じて始めたハンコづくりは、これで7年目。手軽に好きなデザイン
で作れる自由度が魅力だそうです。それにしてもかわいい…。（2回目）
　ハンコにかける想いは「動物の可愛さに始まり、ヒトとの共生や社会問題につい
て考えるきっかけになって欲しい」とのこと。また、今後は「その可能性を広げた
い」と、絵本の制作も考えているそうです。
　消しゴムサイズの世界観から、生き物の繋がりという大きな問いを語り掛けるハ
ンコたち。迷わず”太鼓判”です。

押印後に雰囲気が変わる。
これもスタンプづくりの醍醐味なんだとか。

スタンプがいっぱい！
制作の相棒はデザインナイフ。

※↑ハンコです

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。

9/30～10/2
知床オータム
バスデイズ
※知床オータムバスデイズ（予定）
期間中、「知床自然センター」から「カムイワッカ湯の滝」
までシャトルバスが運行します。

詳細はHPで
おしらせ
しています

アクティビティ
フード・上映会
トークイベント

□日　時　9月30日（金）～10月10日（月祝）

　　　　　8:00～17:30

□場　所　知床自然センターとその周辺エリア

□入　場　無料（一部有料・事前予約あり）

◆問合せ　知床サスティナブル実行委員会

　　　　　（24-2114）　※知床自然センター

　世界自然遺産・知床の持続

可能性について発信する週間

です。アクティビティや上映

会、トークイベントなどを行

います。

知床サスティナブルウィーク
サスティ

ナビリティ

初秋の瞑想会

　夏の季節を過ぎて、秋の気配を感じるようになり

ました。ほっとひと息、安らぎの瞑想会とおはなし

会を行います。ラフな雰囲気でヨーガやインド哲学

のことディスカッションも交えてお話しませんか？

どちらも未経験の方大歓迎です。

　① 「瞑想会」

　　　9月4日（日）15:00～17:00　※定員10名　　

　②「教えて！金びし先生～ヨーガってなあに？」 

　　　9月6日（火）13:30～15:00　※定員8名　　

　□場　所　ゆめホール知床 和室

　□参加費　各日2,500円（要予約）　

　□持ち物　①ヨガマットやバスタオル

　　　　　　　飲み物、汗拭きタオルなど

　　　　　　②飲み物、筆記用具

◆問合せ　青空ヨガサークル  田中優子（26-7015）

動きやすい格好で
ご参加下さい。

※ウミネコマーケット内

かなびし あきひろ

[講師：金菱 哲宏 氏]　

　奈良ヨーガ道場「がらん洞」

主宰。現在、大阪大学や立命館

大学他でインド哲学ヨーガ、瞑

想を指導している。
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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

知床流氷太鼓 太鼓体験 と 
　　　斜里筝紀会 お琴体験

　文化連盟が芸能の伝承と子どもたちの体験機会を
増やすために行う「育てる事業」。今年は知床流氷太
鼓に加え久しぶりに斜里筝紀会が体験会を設けます。

斜里町文化連盟「育てる事業」 　演劇界は新型コロナの影響を大きく受け活動がまま
ならない中、コロナがあったからこそ見つけた自分た
ちがほんとにやりたいこと、活動の意義、そして舞台
に立つ喜びを「みずなら興行」に込めます。
　□日時・内容

　　
                              

　□場　所　ゆめホール知床  公民館ホール
　□料　金    3 公演共通 一般 800 円、高校生 400円
　　　　　　中学生以下無料
　□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)

【知床流氷太鼓 太鼓体験会】
　□日　時　9月6日・13日・20日・27日　（全火曜）
　　　　　　19:30～21:00　
　□場　所　ゆめホール知床　公民館・文化ホール
　□講　師　知床流氷太鼓保存会
　□募　集　小学3年生以上　3人
【斜里筝紀会 お琴体験会】
　□日　時　 9月25日、10月2日・9日・16日　（全日曜）
　　　　　　10:00～11:00　
　□場　所　ゆめホール知床　和室
　□講　師　斜里筝紀会
　□募　集　小学3年生以上（大人も歓迎）　5人程度
　◆申込み　ゆめホール知床　（22-2222）

帰ってきたカラオケマン風間杜夫 ひとり芝居

ゆめホール事業No.183

写真ゼロ番地知床「石川 直樹 写真学校」
　写真好きのための写真漬けの 2日間です。
　□日　時　 10月 1日（土）12:00 集合
　　　　　　　　　2日（日）午後解散
　□場　所　ゆめホール知床  会議室 1
　□内　容　講師の石川直樹 氏によるポートフォリオ
　　　　　　レビュー（写真講評）と、毛利剛 氏に
　　　　　　よるフィルム写真講座
　□参加費　38,000 円（懇親会・2日間の食代含む）
　□申込み　9月22日（木）まで　
　◆申込み・問合せ   写真ゼロ番地知床 実行委員会
         （一社）知床しゃり･写真学校担当（26-9970）
　　info@shiretoko-sustainable.com

　「帰ってきたカラオケマン」の物語は、10 年以上
主人公の「牛山 明」を演じてきた風間杜夫さんが、
このコロナ禍で「牛山 明」は何をしているだろう、
元気でいるだろうかと思いを馳せて創られました。
　風間杜夫さんが万感の想いを込め、歌い、ハジけ
て今を生きる人にエールを送ります。
　□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）　　

公演①

公演③
公演②

19:00
13:30
15:00

開演
劇団みずなら公演

劇団みずなら公演
網走南ヶ丘高校演劇部公演

9月24日（土）

9月25日（日）

公　演 期　日　
（開場は各30分前）

劇団みずなら 第 18 回公演　みずなら興行
げいぶん支援事業

　劇団みずならに加え、網走南ヶ丘高校演劇部も出
演。ショート演劇、落語、腹話術など盛りだくさんの「み
ずなら興行」です。

　「福が来た！」。斜里に元気な笑いを届けます。
　□日　時　 10月 8日（土） 開場 12:30　開演 13:00
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【全席自由】
　□出　演　落語：桂米助・三遊亭夢丸
　　　　　　浪曲：玉川太福、
　　　　　　大神楽曲芸：鏡味味千代
　※詳しいチケット情報は 8ページをご覧ください
　◆主催・問合せ   公益社団法人 落語芸術協会
　　　　　　　　 （03-5909-3080）

斜里福北寄席
ふく   きた



ゆめホール

博物館

図書館

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

■ロビー展「はた織の会 展示」　9月23日（金）～11月19日（土）まで
■旧朱円小展示「農業資料等収蔵施設公開」　9月7日（水）～11日（日）
■収蔵資料展示「昭和の嫁入り道具」　9月1日（木）～25日（日）
■今月の展示　9月1日（木）～9月30日（金）
　・小学生向けおすすめ本「おじいちゃん・おばあちゃんといっしょ」
　・中高生向けおすすめ本「ショートショート！」
　・働く大人サポート課「宗教を知る」   ・スポットライト「がん征圧月間」
■おはようランニング　～10月1日（土）まで

ゆめホール事業No.182

チケット取扱い情報

風間杜夫 ひとり芝居 劇団みずなら第 18回公演
帰ってきたカラオケマン

ゆめホール事業No.183 げいぶん支援事業

みずなら興行
■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）

■日時　
　　9月24日（土）開演19:00
　　　 25日（日）開演13:30、15:00
■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
■取扱　ゆめホール知床・各劇団員
◆問合せ　劇団みずなら 鹿野 能準
　　　　（090-8899-8840）

斜里福北寄席
■日時　10月8日（土）
　　　　開場12:30  開演13:00
■場所　ゆめホール知床 文化ホール
■料金　一般2,500円、高校生以下1,000円
※未就学児入場不可、全席自由
■取扱所　ゆめホール知床
　　　　道新プレイガイド
(セブンイレブンでのオンライン発券も可）
◆問合せ　落語芸術協会
　　　　　（03-5909-3080）

ふくきた アンサンブルグループ奏楽
斜里町との絆コンサート
■日時　10月19日（水）
　　　　開場18:30  開演19:00
■場所　ゆめホール知床  文化ホール
■料金　一般1,000円、高校生以下800円
※未就学児入場可 無料、全席自由
■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　NPO法人奏楽事務局 　
　　　　（070-5611-9464）　

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)

休館日
(ゆ/図/博/プ/ウプ)

休場日(パ)

休場日(パ)

敬老の日 秋分の日

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）

秋の星座と土星・木星
観察会（博）

体育施設利用調整
会議（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

おはなしの
花ばたけ（図）

旧朱円小
農業資料等収蔵施設
解説トーク会（博）

帰ってきた
カラオケマン（ゆ）

「育てる事業」
知床流氷太鼓
体験会（ゆ）

「マイプランマイスタディ」
初秋の瞑想会（ゆ）

「育てる事業」
知床流氷太鼓
体験会（ゆ）

「育てる事業」
知床流氷太鼓
体験会（ゆ）

「育てる事業」
知床流氷太鼓
体験会（ゆ）

「育てる事業」
斜里箏紀会 
お琴体験会（ゆ）

斜里町スクールコンサート
（斜小/朝小）

斜里町スクールコンサート
（ウ）

おはなし
ガーデン（図）

みずなら興行
（ゆ）

休場日(パ)

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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