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子どもと一緒に遊びながら運動を楽しみましょう！！

　子どもにもなにか運動をしてほしいと思っていませ

んか？せっかくなら、親子で楽しめる運動をはじめて

はどうでしょうか。家でも出来る「親子運動遊び」を

紹介します。

２月14日（火）・３月１日（水）
１歳～３歳児対象 親子運動教室を開催します

10:15～11:15

【運動教室】

　□日　時　①2月14日（火）②3月1日（水）

　　　　　　10:15～11:15（受付10:00～）　

　□場　所　斜里町武道館　

　□講　師　㈱チャイルド・スポーツ・アカデミー 

　　　　　　上林  一裕 氏　　

　□定　員　なし　　　□参加費　無料

　□対　象　１歳～３歳児とその保護者　　

　□持ち物　上靴・タオル・飲み物

　□申込期限　①2月3日（金）／  ②2月21日（火）    　

【託児所】

　□対    象　1歳児　□料金　無料　□定員　若干名

　□申込期限　①1月20日（金）／②2月15日（水）                 

【行政ポイント】

　　当教室に参加すると1回、1世帯に行政ポイント

  『 100pt 』を付与します。

【その他】

    　検温、マスク着用、手指消毒等の新型コロナ感染

     症対策へのご協力をお願いします。

　　また、風邪症状、37.5℃以上の発熱など体調不良

      の方は、参加をご遠慮ください。

   ◆問合せ・申込み先：ゆめホール知床（22-2222）
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（託児あり）

どんな運動教室なの？

「体育」ではなく、保育の中の
『運動遊び』を実践します。

どんな効果があるの？

幼児期に運動習慣を身につけておくと
風邪などの病気にかかりにくくなったり、
かかっても治りやすくなります。



学校情報
学校教育課
〒099-4192　本町12番地　電話：23-3131／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

　冬は路面凍結や視界不良により交通事故が起きやす

　くなる季節です。

　児童・生徒を交通事故から守るため、目配り、安全運転

　など保護者や町民の皆さんのご協力をお願いします。

　・夜光反射材をつけるなど、明るく目立つ服装をさせる。

　・道路わきの雪山のかげからの、急な飛び出しや横断

　  はさせない。

　・道路わきの雪山で遊ばない。

　 車は急に止まることができません。特に冬は路面が凍      

　 結するため、なおさら止まることはできません。

　 車を運転する人も、歩いている人も、お互いに気を付  

　 けて事故が起こらないようにしましょう。

冬の交通事故に注意！

　児童生徒の登下校時の安全を確保するため、教育

委員会と町立学校では、暴風雪などの際、次のとおり

対応します。

●暴風雪時などの登下校について

　登校前の臨時休校の判断

　　「特別警報」「暴風雪警報」が発令された場合は、

　原則臨時休校とします。
　登校後の悪天候による下校

　　 「特別警報」「暴風雪警報」発令前に帰宅できる

　よう下校させます。

●スクールバスの運行について

　登校前の運行判断

　　①臨時休校の場合

　　　⇒スクールバスの運行はありません。

　　②学校はあるが、路面状況などによりスクールバ

　　　バスが運行できない場合。

　　　⇒学校判断で臨時休校とする場合があります。

　　　⇒欠席となった児童生徒には、後日補習などで

　　　　対応します。

　登校後の悪天候による運行について

　「特別警報」「暴風雪警報」の発令前に帰宅できるよ

う、スクールバス（またはタクシー）を運行します。　　

　 ⇒必要に応じて保護者の皆様にも降車場へのお迎

　　えをいただくなど、安全な登下校にご

　　協力をお願いします。

※警報に応じて「臨時休校」の判断をするため、天気が

　良い状態でも休校となる場合もあります。

※臨時休校・下校・スクールバスについての連絡は、マ

　チコミメール等で各家庭にお知らせします。

※各学校では、緊急時の連絡にメール配信サービス

　を利用していますので、ぜひご登録ください。

（登録方法は各学校にお問い合わせください）

　◆問合せ先　斜里町教育委員会　学校教育課

  　　　　　  　TEL26-8391　FAX23-5354

　　

　

　12月が終わり、冬将軍も本格的に出陣。寒さが厳しく

なり、体調を崩しやすくなる季節でしょう。

　依然として新型コロナウイルス感染症は猛威を振る

っていますので、引き続き感染症対策を徹底し、不要

な外出や人がたくさん集まる場所には行かないように

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・消毒等を徹底しましょう。

引き続き感染症対策をお願いします

北海道子ども相談支援センター

　北海道教育委員会では、学校教育に関する悩み・子

育て・しつけなど家庭教育に関する悩みなどについて、

子どもや保護者から直接相談を受けて問題の解決に

つなげる「北海道子ども相談支援センター」を開設して

います。新型コロナウィルスに関する不安や悩み相談

も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

電話、メール等による相談を実施しています。

　◆電　話　0120-3882-56（24時間受付）

　◆メール　sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

２

2023.01.01

26-8391

冬の暴風雪時の登下校対応について
町立学校



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
2023.01.01
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1月の休館日：　～1月3日（火）の年始、1月9日（月・

祝）、10日（火）、16日（月）、23日（月）、30日（月）

　当館の非常勤学芸員であり、「景観ハンター」を自

称する村田良介さんの写真展です。「天に続く道」を

はじめとする斜里平野の絶景を写真で紹介します。

今回のテーマは「ドローンに負けない写真を撮れる

か・・」とのこと。斜里岳や海別岳からの写真も交

えて畑や防風林がつくりだす斜里平野の魅力をご覧

ください。

　□会　期　令和5年1月29日(日)まで

　□会　場　交流記念館ホール

　□観覧料　無料

　

「写真展　斜里平野」
ロビー展

　冬の星座は明るい星が多く、７つもの１等星が

輝いています。またオリオン座大星雲、プレアデ

ス星団（すばる）、西の空にはアンドロメダ大星雲

や木星など有名な星雲・星団も多く見られます。

　冬の天体を望遠鏡で観察してみましょう。

　□日　時　令和5年1月13日（金）18:30~19:30

　※悪天候の場合は14日（土）、15日（日）に順延

　□場　所　博物館前庭、天体ドーム室

　□講　師　合地学芸員

　□定　員　20名　要申し込み

　□参加費　無料　

　※小中学生は送迎をお願いしま

　　す。上記時間のうち途中参加

　　や退場は自由です。

「冬の星座観察会」
講座

　11月26日（土）に、博物館特別講演会「研究から

見えてきた知床のヒグマのくらし」を開催しました。

中高生にも聞いてほしいという講師の希望もあり、

土曜日の午後の開催となりましたが、50名を超え

る方の来場がありました。ヒグマのお食事事情と肥

満状態や、行動的で繁殖能力の高いオスのモテモテ

行動など、滅多に聞くことのできない楽しい講演に

会場はくぎづけでした。残念ながら中高生の聴衆は

少なかったものの、臆せず矢継ぎ早に質問を投げか

ける少年の姿に圧倒されながらも、多くの方からた

くさんの質問があり、ヒグマと人間が共存する斜里

での関心の高さを感じさせられました。

「研究から見えてきた
知床のヒグマのくらし」

講演会レポート

講演会の様子

写真「大地のめぐみ」

　ゴム製の長靴が普及する以前の明治中期～昭和初

期にかけて、北海道では冬の履物として下駄、雪駄、

爪甲、深靴などが使用されていました。今回は冬の

履物の中から「雪下駄」を紹介します。雪下駄は女性

が主に晴れ着の際に履いたものです。おしゃれで工

夫の凝らされた冬の履物をぜひご覧ください。

　□日　時　令和5年1月4日（水）～31日（火）

　□場　所　博物館本館受付前

　□観覧料　無料

冬の履物「雪下駄」
収蔵資料展

つまご ふかぐつ

せった



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

2023.01.01

お礼
11月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■大野　悠輝　様(青葉町)

■示村　武人　様(青葉町)

■田村　由美子　様(朝日町)

■金田　幸一　様(光陽町)

■匿名希望の皆様

　新春名物の福袋。図書館の「本の福袋」も、中

身は開けてみてからのお楽しみ！　

　毎年大好評の「福袋本」は、職員のオススメの

本を表紙が見えないよう、紙で作ったオリジナル

カバーをかけて１冊ずつ袋に入れ、「大人向け」

「中高生向け」「小学生向け」の区分ごとにご用

意します。

　オリジナルカバーと袋は返却不要です。カバー

は、ご自分の大切な本のカバーとしてお使いいた

だくのもオススメです。

　新たな本との出会いをお楽しみに！

　□日　時　1月4日(水)～1月14日(土)

　□場　所　図書館エントランス

　□対　象　小学生～一般向け

　※福袋本の貸出は、お１人様１日１冊までとな

　　ります。また、なくなり次第終了とさせてい

　　ただきます。

「新春！　福袋本」 今月のおはなし会
おはなしガーデン

　□日　時　1月5日、12日、26日

　　　　　　毎週木曜日　10:30～11:30

おはなしの花ばたけ

　□日　時　1月21日(土)　10:30～11:00

フェルトやふわふわの生地を使って、カイロを入

れるケースを作ります。

　□日　時　1月13日(金)13:00～14:30(予定)

　□場　所　図書館会議室

　□対　象　小学生

　□定　員　10名(要申込み)

　□受付開始　12月1日(木)～定員になり次第締切

　◆申込み　図書館(23-3311)

　　　　　　または図書館カウンターまで

　※参加する方はマスクの着用をお願いします。

冬休み図書館講座
動物型のカイロケースを作ろう

　年明けは1月4日(水)10:00より開館します。本の

返却は、図書館正面入口左側の本の返却ポストを

ご利用ください。

12月28日(水)～1月3日(火)まで
年末年始の休館日

　図書館資料の点検を行うため、下記期間中貸出

業務を休止し、臨時休館とさせていただきます。

返却は図書館正面入口左側「本の返却ポスト」を

ご利用ください。ご登録されている小学生の放課

後図書館直接利用については、期間中利用できま

せんのでご注意ください。

　ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協

力をお願いいたします。

1月17日(火)～1月20日(金)
蔵書点検による臨時休館

4



スポーツ情報
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2023.01.01
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/kosodate_kyoiku
                                 _nunka_sports/sportsujoho/index.html

　冬休み子ども向け講座「スケート教室」
　スケート授業が始まるけど、まだ立てない！ス

タートダッシュがうまく出来ない！そんな子どもた

ちに向けて級別の教室を開催します。

□日　時　1月12日（木）13日（金）13:30～14:30

□会　場　町営スケートリンク(斜里中グラウンド）

□対　象　小学生（1･2年生は保護者同伴のこと）

□定　員　各20名

　　　　　初級：氷の上に立てない方

　　　　　中級：滑ることに自信がない方

□参加費　1日100円（保険料）

□持ち物　スケート靴・飲み物・タオル

□服　装　マスク・防寒着上下・帽子・手袋

◆問合せ　ゆめホール知床  （22-2222）

　

　「第64回町民スケート大会」開催
　初心者、幼児から一般の方まで誰でも気軽に参加

できる大会です。タイム計測を行うのでチャレンジ

してみてはいいかがでしょう。

□日　時　2月5日（日）開会式9：30

□場　所　町営スケートリンク（中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ）

□参加費　300円（当日支払可）

□申込み　1月31日（火）

◆問合せ　スケート協会　永江 敏幸

　　　　（23-1589 自宅 ／ 090-3395-2851 携帯）

　ナイタースキー教室開催
　全日本スキー連盟公認バッジテストの合格や、基

礎スキー技術のレベルアップを目標としています。

どなたでも気軽に参加できる連続講座です。

□日　時　1月17日（火）～2月24日（金）

　　　　　毎週火・金曜日19:00～21:00（全12回）

□会　場　ウナベツスキー場

□定　員　40名（下記コース別）

　上級コース15名    (両足を揃えてターン出来る方)

　中級コース15名　(ハの字でターン出来る方)

　初級コース10名　(雪上をスキーで立てる方)

□参加費　6,000円（リフト代は自己負担）

□申込み　1月13日（金）まで

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

　日曜スキー教室開催

　流氷を眺めて滑ることができるスキー場はとても

気分爽快！楽しみながらレベルアップしましょう。

□日　時　1月15日（日）･22日（日）･29日（日）

　　　　　2月5日（日）10:00～15:00

□会　場　ウナベツスキー場　

□対　象　小学生4年生以上（定員なし）

□参加費　小中学生500円・高校生以上1,500円

                     協会員1,000円（リフト代は自己負担）

□班分け　初級者・中級者・上級者の3班

□申込み　当日スキーハウス2階にて受付

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

　「第63回町民スキー大会」開催

　幼児から中学生まで各クラス男女ごとに分かれて

競技を実施。なお、今回は大会時間短縮のため一般

の部は行いません。

□日　時　2月12日（日)  開会式 9:00/競技開始 9:30

□会　場　ウナベツスキー場　　□参加費　無料

□種　目　スキー大回転（幼児～中学生）その他

□申込み　2月3日（金）まで

◆問合せ　スキー協会　髙橋 克之（23-1975）

　　　　　　　　　　馬場 俊充（090-6993-6314）

【お知らせ】　

　スケート・スキーの各事業は、悪天候や施設状

況により中止となる場合がありますので、予めご

了承ください。

　また、手指消毒やマスク着用、ネックウォー

マーを鼻口まで上げるなど、新型コロナウイルス

感染予防にご協力いただき、37.5℃以上の発熱や

倦怠感のある方など体調不良の方は参加をご遠慮

ください。



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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ピラティスサークル 
続ければ、必ず結果が出る！

　ピラティスは年齢を問わず、無理なく続けること

で腰痛改善やスタイルアップ、脂肪燃焼などの効果

が期待できます。多くのアスリートもピラティスを

取り入れてパフォーマンスを上げるのに役立ててい

ます。赤ちゃんやお子さんを連れてのレッスンも可

能です。ご相談ください。無理なく・楽しく・そし

て継続でなりたい体を手に入れましょう。お待ちし

ています。

　□活動日　毎週水曜日　10:00～11:30

　□場　所　ゆめホール知床　リハーサル室

　◆問合せ　ピラティスサークル　

　　　　　　滝川 久美子（23-0904）

　

　サークルでは、ピラティス
のみのレッスン日と、ピラティ
ス＆エアロビクスを合わせた
レッスン日を設けています。
　音楽に合わせた有酸素運
動も楽しいですよ！

レイ・アロハ・フラ 斜里サークル
メンバー募集

　フラは、表現力やメンバーとの協調性だけでな

く、全身の筋肉や体幹が鍛えられて姿勢が良くなる

など、メリットが沢山！また、脳のトレーニングに

もなるんです！体験、見学も歓迎です！

　沢山の仲間達とフラを楽しみませんか？

　□活動日（クラス別）

　　①ケイキ（子供）／ワヒネ（大人）

　　　　　　　　　　　　土曜日13:30～14:30

　　②ティアレ（大人）　火曜日  19:00～20:30

　　③イリマ（大人）　　金曜日  19:00～20:30

　◆問合せ　レイ・アロハ・フラ 斜里サークル

　　　　　　代表　平賀 亜麗（090-5077-7978）

一見、優雅に見えても、足元はかなり筋肉を使うんです！
笑顔と力強さを兼ね備えた踊り。それがフラ！

　Twitter で募集した「あなたの好きな知床の一面」

の写真を展示します。それぞれの ”知床 ” の情景を

お楽しみください。海ワシ展はオオワシ・オジロワ

シについての展示になります。

　□期　間　令和5年1月14日(土 )～4月7日(金)

　□時　間　9:00 ～ 16:30　　□入場料　無料

　□場　所　知床世界遺産センター レクチャールーム内

　◆問合せ　知床世界遺産センター（24-3255）

「知床写真展」&「海ワシ展」

知床写真展 海ワシ展

知床SNSプロジェクト 活動中です！
SNSで繋がろう

　町内では、様々なアクティビティやイベントを

SNSで情報発信している方が多くいます。

　でも、”SNSってどう運用したら良いんだろう？”

”良い投稿ってなんだろう？”悩みの種がある人もい

ると思います。「知床SNSプロジェクト」では、

SNSユーザーの輪を作って、互いに協力したりコラ

ボしたりすることで、みんなでより良い情報発信を

目指しましょう！というグループです。

　気軽に情報交換するもよし、仲間づくりをするも

よし、参加してみませんか？

　□参加方法

　□お願い

　　ルールをよく読み、マナーを守りましょう。

　◆問合せ　村上 晴花（　　@h_murakami0224）

　　※問合せはインスタグラムのアカウントまで

QRコードをスキャンして、

LINEのオープンチャットに

参加してください。
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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

 

旭川商業高校吹奏楽部 斜里特別公演
　新型コロナの影響を受け始めて 3 年が経ちます。
今の 3 年生はその真っ只中。演奏機会が減り始めた
2020 年 3月に斜里町公演ができたことが忘れられず、
「年度末の締め公演はぜひ斜里で！」と意気込みます。
　□日　時　2月 4日（土）  開場 13:00　開演 13:30
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【自由席】
　□出　演　吹奏楽部部員 72 名
　　　　　　指揮 橋本 一歩（昨年まで斜里中教諭）
　□料　金　 全 1,000 円（当日同額）
　□取扱所　ゆめホール知床・尾張屋時計楽器店
　◆問合せ    斜里公演実行委員会
　　　　　　羽田野 七絵（090-1646-4994）

げいぶん支援事業

 　斜里窯の中村二夫さん曰く、
　「北海道の土を用いて北海
道の陶器を作ろうと斜里町に
築窯して 40 年。北海道の土
を活かす焼成法として『焼締』
（釉薬を使わない）を試したく、1996 年に「蛇窯」
を築き「焼締」に力を入れ始めました。2004 年に「え
ぞ焼締」と命名し発表。焼成法としては「備前焼」
や奄美地方の「南蛮手」と同じですが、北海道の土
がもつ土の味を活かすことができました」と。
　中村さんは備前焼千年の歴史に比べれば、自らは
わずか 40 年と笑いますが、土探しから始めて今に至
る経緯に思いをとめて見てもらえたらと語ります。
　□期　間　1月12日（木）～ 29日（日）
　□場　所　ゆめホール知床　ロビー
【ギャラリートーク】
　 中村二夫さんが作品の解説をします。「焼締」挑戦の
歩みや作品の見方を聞くと、作品への興味が膨らみます。
　□日　時　1月22日（日）　14:00 から
　□場　所　ゆめホール知床　ロビー
　◆問合せ    中村 二夫（28-2123）

　コロナ禍で中止していた一般の参観を再開します。
　□日　時　1月6日（金）　開場 10:30 開演 11:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　◆問合せ    斜里消防署（23-2435）

令和 5年  斜里町出初式

　名称は「成人式」あらため「二十歳の集い」とします。
コロナ禍で中止していた一般の参観が可能です。
　□日　時　1月8日（日）　開場 12:30 開演 13:00
　□場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　◆問合せ    ゆめホール知床（22-2222）

令和 5年  斜里町二十歳の集い
は　た　ち

 斜里窯 「えぞ焼締陶展」
やきしめ

げいぶん支援事業

　町内 10 組ほどの音楽バンドによるライブコンサー
トです。「奏音」と名をつけた公演は 5 回まで続きま
したが、その後休止状態に。コロナ禍で遠ざかって
いたステージの高揚、奏でる喜びを再開コンサート
で爆発させます。（Re：は再びの意味です）
　□日　時　1月29日（日）  開場 13:00　開演 13:30
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【自由席】
　□出　演　町内バンド10 組ほど、町外ゲスト数名
　□料　金　全 1,000 円（当日同額）
　□取扱所　ゆめホール知床・尾張屋時計楽器店
　◆問合せ    奏音実行委員会　
　　　　　　加藤 典彦（090-9088-4467）

報が多いスマートフォン。「難しそう」と思う心のハー
ドルを2回連続講座で一段ずつ下げていきましょう。
　□日　時　時間はいずれも10:00 ～ 11:30
　　                1 回目　1月17日（火）
                        2 回目　1月24日（火）
　□場　所　ゆめホール知床　実習室１
　□対　象　65 歳以上　ガラケー利用者　10 人
　□参加費　無料
　□申込み締切り　1月13日（金）
　◆申込み　ゆめホール知床（22-2222）

Re : 奏音
リ　　そう おん

　二つ折り携帯電話（ガラケー）に比べ得られる情

高齢者向けスマートフォン 講座 公民館講座

入門編  お試しスマートフォン
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■斜里窯 「えぞ焼締陶展」　 2023年1月12日（木）～29日（日）

■ロビー展「写真展 斜里平野」　～2023年1月29日（日）まで
■収蔵資料展示「冬の履物 雪下駄」　
　                                                 2023年1月4日（水）～31日（火）

■今月の展示　2023年1月4日（水）～ 31日（火）
　・小学生向けおすすめ本　「もふもふ・うさぎ」
　・中高生向けおすすめ本　「世界のことば探訪」
　・働く大人サポート課　　「大人の国語　古典文学」
　・スポットライト　　　　「もっと知りたい“鉄道”のこと」
■「新春！ 福袋本」　　　2023年1月4日(水) ～ 14日(土)
■「食育ブックス展示」　2023年1月13日（金）まで

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/武…斜里町武道館
　　　　　　ス…スケートリンク/ウナ…ウナベツスキー場
＜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

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）

Re：奏音
げいぶん支援事業

■日　時　1月29日（日）
　　　　　開場13：00 開演13:30
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール
■料　金　全1,000円（自由席）
■取扱所　ゆめホール知床
　　　　　尾張屋時計楽器店
◆問合せ　奏音実行委員会
　　　　　加藤 典彦（090-9088-4467）

旭川商業高校吹奏楽部
斜里特別公演

■日　時　2月4日（土）
　　　　　開場13：00 開演13:30
■場　所　ゆめホール知床 文化ホール
■料　金　全1,000円（自由席）
■取扱所　ゆめホール知床
　　　　　尾張屋時計楽器店
◆問合せ　斜里公演実行委員会
　　　　　羽田野 七絵（090-1646-4994）
　　　　　　　　　　　

げいぶん支援事業

ルーチェ サクソフォン カルテット 斜里公演
げいぶん支援事業

■日　時　2月24（金） 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2,000円、高校生以下1,000円（自由席）
■取扱所　ゆめホール知床、尾張屋時計楽器店
◆問合せ　ルーチェ実行委員会   棚山 清昭（090-6210-0503）

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(博)

蔵書点検のため
休館(図)

成人の日

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

休館日
(ゆ/図/博)

おはなし
ガーデン（図）

冬の星座観察会
（博）

動物型のカイロケ
ースを作ろう（図）

スケート教室（ス）

おはなし
ガーデン（図）

令和5年
斜里町出初式（ゆ）

令和5年斜里町
二十歳の集い（ゆ）

おはなしの
花ばたけ（図）

町民バレーボール
大会（海）

土曜授業（朝小）おはなし
ガーデン（図）

ナイタースキー
教室（ウナ）
入門編お試しスマ
ートフォン①（ゆ）

入門編お試しスマ
ートフォン②（ゆ）えぞ焼締陶展

ギャラリートーク（ゆ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

Re:奏音（ゆ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

日曜スキー教室
（ウナ）

日曜スキー教室
（ウナ）

日曜スキー教室
（ウナ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

年末年始休館
(ゆ/図/博/海)

日 土日 月 火 水 木 金 土

斜里町生涯学習カレンダー2023
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