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「知床の水辺を知る3つの研究」
知床博物館　ロビー展

開催期間：2月7日（火）～3月7日（火）

ウバザメの椎骨

知床五湖巡検学習

磯の生き物観察

カワガラス

シロザケ

オショロコマ

水辺での調査風景

実施会場：交流記念館ホール
観 覧 料 ：無料

　世界自然遺産の地、「知床」では豊かで特異な自然を解き明かすため様々な研究

が進められてきました。この展示では【知床の水辺】をテーマに「カワガラス」「サケ」

「イワウベツ川の魚類」に関する3つの研究をわかりやすく紹介します。知床の自然

の一端を知る機会となれば幸いです。



学校情報
学校教育課
〒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://onl.bz/KzMk995

２

2023.02.01

　　

　

斜里ジュニアバンド「第8回卒業演奏会」

　町内の小学3年生から6年生、33名に

よる金管バンド「斜里ジュニアバンド」

の卒業演奏会。演奏はもちろん、歌あり

ダンスありの楽しいステージをお届けします。

　□日　時　2月26日（日）

　　　　　　開場13:30　開演14:00

　□場　所　斜里小学校体育館

　□料　金　入場無料

　◆問合せ　斜里小学校　井村（23-3217）

　今年はコロナによる入場制限は行いません。

　皆様のご来場をお待ちしています♪

　学校からのお知らせや、学校の様子がたくさん掲

載されていますので、ぜひご覧ください。

〇斜里小学校

　https://shari-sho.jimdofree.com/

〇朝日小学校

　https://blog.goo.ne.jp/syari-asahi

〇斜里中学校

　https://sites.google.com/site/

　sharijuniorhighschool/

〇知床ウトロ学校

　http://119.245.152.183/htdocs/htdocs/

〇斜里高等学校

　http://www.shari.hokkaido-c.ed.jp/

集大成を皆さんに！

しっかり寝ていますか？

学校のホームページ・ブログについて

　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。

　□募集内容

　　①教育活動支援講師　

　　　　  1,201 円 / 時給

　　②代替調理員　　　　

　　　　  1,026 円 / 時給

    □募集人数　①1名　②若干名

　□勤務時間

　　①8:00 ～ 16:30（休憩 60 分）

　　②8:00 ～ 16:45 の間（要相談）週 1～ 5日

　□業務内容

　　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・清掃

　□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）

　□募集期間　採用が決定次第、募集を終了します。

　

職員を募集しています！

◆問合せ　　斜里町教育委員会
　　　　　　①学校教育課　（26-8391）
　　　　　　②給食センター （23-2548）

　みなさんは一日に何時間寝ていますか？睡眠は心

身の健康に大きく関わります。

①記憶力への影響

　深い眠りのノンレム睡眠は脳を休ませ、また浅い

眠りのレム睡眠は身体を休ませ、脳が記憶の整理や

定着を行います。

②心身への影響

　睡眠不足は、記憶力の低下、意欲低下、免疫力低

下、情緒の不安定化、体温・血圧の調節など様々な

悪影響があり、深刻な病気にかかりやすくなること

が分かっています。

③理想的な睡眠

　6～13歳は9～11時間、14～17歳は8～10時間の睡

眠時間が良いとされています。また、毎日決まった

時間に寝ることが理想的です。

④睡眠と生活リズム

　太陽のような強い光を浴びたり、朝食を食べるこ

とで、体内時計がリセットされます。朝起きるのが

遅いと、寝る時間も遅くなります。つまり、良い睡

眠のためには、早起きと朝ごはんが大切です。

　大人も子どもも一緒に家族全員で、早寝・早起き

・朝ごはん運動に取り組んでみましょう。



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

2月の休館日：2月6日（月）、11（土・祝）、13日（月）

20日（月）、23日（木・祝）、27日（月）

　豊かな自然を有する知床では毎年、様々な調査研

究が進められています。その成果の一部は国内外の

学会や学術論文などでも紹介されてきました。この

ロビー展では、【知床の水辺】をフィールドとした3

つの研究「カワガラスとサケの密接な関係」「サケ研

究の今」「イワウベツ川の魚たち～今とこれから～」

について収蔵資料も交えながら、展示の中でわかり

やすく解説します。知床の自然をより深く知る機会

としていただけると幸いです。

　□会　期　2月7日(火)～3月7日（火）まで

　□会　場　交流記念館ホール

　□観覧料　無料

「知床の水辺を知る3つの研究」
ロビー展

　スノーシューを履いて歩けば、夏では見ること

ができない動物たちの痕跡や景色を見ることがで

きます。知床の森を一緒に歩いてみませんか？

　□日　時　2月12日（日）8:00~12:30

　　※博物館集合・悪天候の場合は中止

　□場　所　ウトロの森（1～2km程度の散策）

　□講　師　臼井学芸員、能勢峰

　　　　　　能勢理恵学芸員補

　□定　員　5名（小学3年生以上）　※要申し込み

　□参加費　無料（スノーシューはお貸しします）　

　□持ち物　スキーウェア等暖かい服装

「スノーシューで冬の森を散策しよう」
講座

　伏流水の湧き出し口が青色に見える神の子池へ、

道道の入り口から歩くスキーで行きます。森の中を

観察しながらの片道１時間の散策ののち、帰りに緑

の湯に入って疲れをいやしたいと思っています。

　□日　時　2月26日（日）9:00~15:00

　　※博物館集合・悪天候の場合は中止

　□場　所　神の子池

　□講　師　合地学芸員・阿部主任

　□定　員　6名　※要申し込み

　□参加費　300円（中学生以下・協力会員無料）　

　※持ち物：歩くスキー（B＆G海洋センターで借り 

　れます）、昼食、お風呂代と手ぬぐい（450円、18

　歳以下140円）、暖かい服装

「歩くスキーで行く神の子池観察会」
講座

神の子池

　1933（昭和8年）に購入された雛人形を展示しま

す。約90年前の雛人形ですが、時代を経てもなお

華やかで品のある姿のままで、子どもたちの健やか

な成長を見守り続けています。

　□日　時　2月5日（日）～3月5日（日）

　□場　所　博物館本館受付前

　□観覧料　無料

桃の節句「昭和初期の雛人形」

カワガラス（上）シロザケ（中）オショロコマ（下）

収蔵資料展

2023.02.01
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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

2023.02.01

お礼
12月の寄贈
本・資料の寄贈ありがとうございました。

■岡本　将俊　様(光陽町)

■匿名希望の皆様

今月のおはなし会
おはなしガーデン

　□日　時　2月2日、9日、16日

　　　　　　毎週木曜日　10:30～11:30

おはなしの花ばたけ

　□日　時　2月18日(土)　10:30～11:00

　ネコやクマの顔の形をした、フェルトのカイロ

ケースを作ります。針や糸は使わず、ボンドで貼

り合わせるためお裁縫が苦手な方でも大丈夫！

　ちょっとした工作を楽しみたい方、かわいいカ

イロケースを作ってみたい方は、ぜひご参加くだ

さい。

　□日　時　2月5日(日)10:00～11:00(予定)

　□場　所　図書館会議室　

　□対　象　一般（中学生以上）

　□定　員　10名(要申込み)

　□持ち物　なし

　◆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。

おとなの工作講座
フェルトのカイロケース作り

　斜里町立図書館では、新しい本・人気の本を置

く開架(入口入ってすぐのワンフロア)、やや古い

けれどまだまだ活用できる本を置く準開架(小説の

棚の横から入れる奥まったスペース)、保存用の資

料・貴重書を保管する閉架(職員スペース内)の３

つに分けて資料を置いています。

　閉架は立ち入りできませんが、開架や準開架は

ご自由に入って本を手に取っていただけます。本

を探すときは、開架だけでなく準開架もぜひのぞ

いてみてください。

　また、本の場所を調べたとき、場所が「閉架書

庫」となっている本も、図書館内で見ることがで

きます。閉架からお持ちしますので、職員にお声

がけください。

使い方プチ情報
準開架もご利用ください

　町内在住で、高齢や障がいなどの理由から一人

で図書館に来ることができない方を対象に、無料

で自宅に本をお届け・回収する宅配サービスを行

っています。

　□利用対象

　　町内在住の一人で図書館に来ることができな

　　い方のうち、以下に該当する方

　　■65歳以上

　　■障がいをお持ちの方、長期在宅療養者の方

　　　(身体障がい者手帳交付者)

　　■その他の理由で来館が困難と認められた方

　　※利用には事前の登録が必要です

　□利用できる資料

　　斜里町立図書館にある本・雑誌・視聴覚資料

　　※一部利用できない資料もあります

　□貸出冊数　1回に本5冊、視聴覚資料3点まで

　図書館の蔵書の中から、読みたい本の本選びも

ご相談にのります。

　利用登録の方法やサービスの詳しい内容につい

ては、図書館までお問合せください。

　◆問合せ　図書館(23-3311)

　　　　　　または図書館カウンターまで

高齢者等宅配サービスのご案内
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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/kosodate_kyoiku
                                 _nunka_sports/sportsujoho/index.html

　2歳児対象親子運動教室を開催します
　本講座では、子どもと遊びながら運動能力の向

上、運動しながらのコミュニケーション方法など

自宅でも気軽に出来る運動遊びを紹介します。

　□日　時　① 2月14日（火）

　　　　　　② 3月  1日（水）

　　　　　　10:15～11:15（受付10:00から）

　□場　所　斜里町武道館

　□対　象　2歳児とその保護者

　□参加費　無料　

　□持ち物　上靴・タオル・飲み物

　□申込期限　① 2月  3日（金）まで

　　　　　　② 2月21日（火）まで

　□講　師　㈱チャイルド･スポーツ･アカデミー

　　　　　　上林  一裕 氏

　◆託児所

　□対　象　1歳児

　□定　員　若干名

　□料　金　無料

　□申込期限　① 1月20日（金）まで

　　　　　　② 2月15日（水）まで

　□行政ポイント　行政ポイントが

        　                   100pt付与されます

　◆その他

   　　検温、マスク着用、手指消毒等の新型コロ

   　ナウイルス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℃以上の発熱倦

   　怠感等がある体調不良の方は参加をご遠慮く

   　ださい。

　　　　　　◆問合せ・申込先　ゆめホール知床 （22-2222）

斜里町民職域対抗卓球大会のお知らせ

   初心者も経験者も楽しめる卓球大会を開催します!!

職場、地域、学校の仲間と一緒に参加して交友を深

めましょう。

　□日　時　3月12日（日）

　□場　所　B＆G海洋センター体育館

　□参加費　1チーム　4,000円

　□持ち物　上靴・タオル・飲み物

　□申込期限　3月  3日（金）まで

　□チーム　4人以上で編成（男女混合可）

　□試　合　ブロック別団体リーグ戦

　◆その他

　　　新型コロナウイルス感染症対策のため、健康

　　状態の確認等にご協力お願いします。

　◆問合せ・申込先   　斜里卓球協会

　　三浦 賢太郎（090-1306-9064）

　　川島 雄司（090-7056-8966）

    　斜里印刷（FAX：23-4936）

　斜里町民スケート大会のお知らせ

　託児所を用意します！ 第44回

100

　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。タイム測定を行うので、この機会にチャレ

ンジしてみてはいかがでしょうか。

　□日　時　2月  5日（日）

　□場　所　町営スケートリンク

                   　 中学校グラウンド

　□参加費　300円（当日支払可）

　□申込期限　1月29日（日）まで

　　　　　　申込用紙はスケート管理棟にも用意し

　　　　　　てあります。

　◆問合せ・申込先　スケート協会　永江　敏行

　              　　　　　（23-1589 / 090-3395-2851）



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

2023.02.01
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上半期定期利用団体受付
　令和5年度上半期（4月～9月）の団体・サーク
ルの定期利用受付について、集まって抽選会は
せず、ゆめホールから個々に連絡調整させてい
ただきます。新たにゆめホールを会場にサーク
ル活動を始めたい団体は、2月21日（火）までに
ゆめホールにご連絡ください。（22-2222）

令和5年度

築 60 年以上の古民家ギャラリー＆カフェ「ヒミツ

キチこひつじ」（昨年４月オープン）にて、新進気

鋭のアーティスト、神奈川県在住･榊仁胡（さかき・

にこ）と東京都在住･若月聡作（わかつき・そうさく）

による二人展を開催します。斜里に滞在しながらイ

ンスピレーションを得て創作した絵画やテキストな

どを展示。20 歳の若き二人の瑞々しい感性にぜひ

触れてみてください。

　□期　間　２月 25 日（土）～３月 26 日（日）

　□場　所　ヒミツキチこひつじ（本町 32-7）

　□開場日　水土日の 11:00～18:00　※入場無料　

榊仁胡・若月聡作　二人展「Odyssey」

オープニングイベント開催！詩の朗読や、アイヌの

言葉をのせたギター弾き語り、斜里の自然の中から

収集した「音」などを披露予定です。

　□日　時　２月 25 日（土）開場 18:00/ 開演 18:30

　□料　金　2,000 円（ワンドリンク付）

※要チケット購入。会場にて前売券も購入できます。

　◆問合せ　中山（090-7516-6786）

　　　　　　小和田（090-6255-6419）

ヒミツキチこひつじの会場内
ゆったりとした空間が広がっています

オデッセイ

山本光一写真展『しまえながのきもち』
知床自然センター ミニギャラリー

　ミニ写真集「しまえながのきもち」（北海道新聞

社刊）から選りすぐられた、シマエナガの気持ちが

よ～くわかっちゃう写真展。かわいくて当たり前！

 羽毛を振り乱し子育てする様子、ちょっとブサイ

クでもたくましい姿も必見です。“ふわふわ" で “も

こもこ"のキュートな姿、恋の季節、職人技の巣づ

くり、ヒナから成鳥になっていく過程、珍しい行動

などシマエナガの新しい魅力を伝えます。

　□会　期　2月5日（日）～3月25日（土）

　　　　　　9:00～16:00

　□場　所　知床自然センター ミニギャラリー

　□プロフィール

　弟子屈町在住。京都府警察本部勤務後、阿寒湖畔

に移住。阿寒の森で紡がれる生命を写真で伝え続け

ている。近年は「シマエナガの伝道師」としてシマ

エナガに関する出版、出前授業や講演会、写真展、

テレビ出演、グッズのプロデュースも展開。

　◆問合せ　知床自然センター（24-2114）

　1月15日に新聞折込チラシでお知らせ募集した「高
齢者向けスマートフォン講座」（2 月 7 日・14 日分）
は申込みが定員に達したため、受付を終了しました。
　その後も問合せとご要望が多かったため、3月に同
じ講座を再度企画します。開催日はあらためて新聞折
込みチラシでお知らせします。
　◆問合せ　ゆめホール知床（22-2222）

高齢者向けスマートフォン 講座 公民館講座

初級編  より便利にスマートフォン
　２月分は受付終了 ３月再企画予定
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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
　手芸品、工芸品、写真、絵画など、出展者の楽し
みがいっぱい詰まった作品が並びます。　
　□申込み受付　　2月10日（金）まで
　□作品展示期間　2月 18日（土）～ 3月12日（日）
　◆問合せ    ゆめホール知床（0152-22-2222）

　各地のホールで演奏してきた部員たちは、ゆめホー
ルの舞台の音の響きは抜群だとイチ押しです。卒業
間近の 3 年生にとっては特に貴重な演奏会。熱いパ
フォーマンスに期待してください。
　□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】
　□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

ルーチェ サクソフォン カルテット斜里公演
　サックス奏者 4 人によ
る斜里初公演。しかしメ
ンバーの重井拓人さんに
とっては「なつかしの故
郷公演」です。三井・川
上小学校に通い、川上小
時代にリコーダー演奏で
全国大会に出場するなどの経験が音楽の道へ進む
きっかけになりました。同級生や家族の知人が斜里公
演を支えます。
　□日　時　2月 24日（金）  開場 18:30　開演 19:00
　□場　所　ゆめホール知床  文化ホール【自由席】
　□出　演　重井拓人（バリトンサックス）、伊藤輝
　　　　　　瞳（テナーサックス）、 兼田柊子（アルト
　　　　　　  サックス）、矢澤 亘（ソプラノサックス）　
　□料　金　一般 2,000 円、高校生以下 1,000 円
　□取扱所　ゆめホール知床・尾張屋時計楽器店
　◆問合せ    ルーチェ斜里公演実行委員会
　　　　　　重井 睦（080-1873-1664）

げいぶん支援事業

　感染症に配慮して今年も屋内遊びは控え、外遊び
に限ります。感染症拡大状況によっては急遽中止の場
合があります。実施可否の最終判断は 2 月 3 日（金）
の新聞折込みチラシでお知らせします。
　□日　時　 2月5日（日）　開会式　9:40
　□場　所　斜里小学校 グラウンド
　□外遊び　長ぐつとばし、みかんひろい、宝さがし、
　　　　　　雪山遊び、雪中サッカー など　
　◆問合せ　斜里町青少健 事務局
　    　　　　ゆめホール知床（0152-22-2222）

第 27回 しゃりっこらんど

　学生の楽しみはクラブ活動。若いころにはやりたく
てもできなかった、習字、陶芸、手芸、社交ダンスなど、
学年を越えて仲間を増やいています。社会と繋がり学
びを深めてみませんか。
　□活動日　年間20日間　（授業日は4月～11月）
　□会　場　ゆめホール知床　ほか
　□対　象　町内在住65歳以上の人   （介護認定を
                         受けている人はご遠慮ください）
　□申込み　 2月28日（火）まで
　◆問合せ・申込み　ゆめホール知床 （22-2222）　

令和5年度 斜里町生きがい大学 新入生募集

第 14 回 ひとゆめ展 

映像・写真展 in 知床写真ゼロ番地知床

【映画「斜里 昭和ノ映写室 Part1，Part2」上映会】
　町内に眠る8mmフィルムを集めて作った映画「斜里
昭和ノ映写室 Part1，Part2」の上映会。 上映時間各45分。
　□場　所　ゆめホール知床 文化ホール　□無料

2月18日
（土）

パート１上映 パート２上映

①13:30　②17:00 ①14:30　②18:00
※15:20 三好大輔 監督・写真家 石川直樹トークショー

2月19日
（日）

①10:00　②13:30 ①11:00　②14:30

【写真展】
　□期　間　2月18日（土）～26日（日）　（月曜休館）
　□場　所　ゆめホール知床　公民館ホール
　◆問合せ　事務局 馬場 務（090-7510-6190）
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■「町内小中学校美術書道展」　 2月2日（木）～15日（水）
■「第14回ひとゆめ展」　2月18日（土）～3月12日（日）

■ロビー展　「知床の水辺を知る3つの研究」　
　　　　　　2月7日（火）～3月7日（火）
■収蔵資料展　桃の節句「昭和初期の雛人形」　
　　　　　　　2月5日（日）～３月５日（日）

■今月の展示　2月１日（水）～ 28日（火）
　・小学生向けおすすめ本　
　　　　　　　　　「お金とねだんと社会のしくみ」
　・中高生向けおすすめ本　「熱戦サッカー特集」
　・働く大人サポート課　「世界を深く知る　中国」
　・スポットライト　「 みんなテレビを見て育った
　　　　　　　　　　～テレビ放送開始７０周年～」

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）

げいぶん支援事業

旭川商業高校吹奏楽部
斜里特別公演

ルーチェ サクソフォン 
カルテット 斜里公演

■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）
　　　　　　　　　　　

■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）

げいぶん支援事業

斜里吹奏楽団 レギュラーコンサート2023
げいぶん支援事業

　■日　時　3月11日（土）　開場17:30　開演18:00
　■場　所　ゆめホール知床　文化ホール
　■料　金　500円（中学生以上）、小学生以下無料　
　■取扱い　ゆめホール知床・尾張屋時計楽器店
　◆問合せ　斜里吹奏楽団 石川昭子 （090-3019-6633）

休館日
(ゆ/図/博)

休館日(博)

休館日(博)

建国記念の日

建国記念の日

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）

スノーシューで
冬の森を散策しよう
（博）

歩くスキーで行く
神の子池観察会
（博）

おはなし
ガーデン（図）

旭川商業高校
吹奏楽部特別公演
（ゆ）

おはなしの
花ばたけ（図）

写真ゼロ番地知床
映画上映会（ゆ）

写真ゼロ番地知床
映画上映会（ゆ）

おはなし
ガーデン（図）

親子運動教室（武）

ナイタースキー
教室（ウナ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

斜里ジュニアバンド
卒業演奏会（ゆ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

スマホ講座
（ぽると）

スマホ講座
（ぽると）

ナイタースキー
教室（ウナ）

日曜スキー教室（ウナ）

大人の工作（図）

町民スケート大会（ス）

しゃりっこらんど
（斜小）

町民スキー大会
（ウナ）

ナイタースキー
教室（ウナ）

ルーチェ
サクソフォン
カルテット（ゆ）

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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