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Ⅰ 運営

１ 主なできごと

■26 年度のできごと

4 月
4/1 辞令交付式・訓示（菊池）

社会教育指導員辞令交付式（高木・山口）
4/2 第 1回館内会議

繰り上げ閉館（21：30）
4/3 役場新人職員施設視察研修

生きがい大学面接・説明会（馬場・成田）
繰り上げ閉館（21：20）

4/4 文連常任理事会（馬場）
老人クラブ連合会第 3回理事会（笠谷）
教職員辞令交付式《公ﾎ 50 人》（菊池）

4/7 斜里文化連盟総会（菊池・馬場）
4/8 第 2回館内会議

繰り上げ閉館（21：30）
4/9 第１回公民館分館長・主事会議

(菊池・馬場・成田・藤盛)
4/10 生きがい大学入学式《文ﾎ 109 人》

(菊池・馬場・高木)
芸術文化事業協会理事会（菊池）

4/16 第 3回館内会議
おじろ通信担当者会議（高木）

4/17 生きがい大学自治会総会（馬場・成田）
《公ﾎ 87 人》

生きがい大学公民館専門課程 テーマ：こ
れからを一緒に考えましょう①「オリエン
テーション」(菊池・高木)《27 人》

4/18 公民館ホール・リハーサル室・ワックス掛
け（藤盛・高木）
ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき総会 札幌市（馬場）

4/20 斜里町ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ協会定期総会
《公ﾎ 60 人》

4/22 教育委員会議（菊池）
4/24 生きがい大学集合学習①「交通安全と地域

の防犯」（成田）《公ﾎ 110 人》
第 4回館内会議

4/25 老人クラブ連合会総会《46人》
（菊池・笠谷）

4/26 斜里社交ダンス同好会ダンスパーティー
《公ﾎ 95 人》

4/27 みんなの音楽会《文ﾎ 160 人》
繰り上げ閉館（21：00）

5 月
5/1 第 5回館内会議

統一メーデー《223 人》
5/2 文連常任理事会（笠谷）
5/4 繰り上げ閉館（21：05）
5/6 繰り上げ閉館（21：30）
5/8 第 6回館内会議

斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）

生きがい大学集合学習②「エゾシカファー
ムの取り組み」（成田）《公ﾎ 86 人》

5/11 中田 3 者合同衛生安全大会《公ﾎ 102 人》
繰り上げ閉館（20：00）

5/13 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき第 2 回定例会
大空町（菊池・馬場）

防火対象物特例認定消防査察（成田）
5/14 ウトロ分館講座 1-①「布ぞうり作り」（山

口）《11 人》
第 7回館内会議

5/15 生きがい大学公民館専門課程②「生活意識
アンケート」(高木)《25 人》
小学校芸術館鑑賞会第 1回実行委員会

（高木・成田）
～16 管内社会教育指導主事等研修会

北見市常呂（笠谷）
5/16 斜里小３年生施設見学

（馬場・成田）《38人》
5/17 北海道大学との包括的連携調印式・講演会

（菊池）《64 人》
5/18 繰り上げ閉館（21：00）
5/20 冷却塔清掃・水張り業務（藤盛）
5/21 公民館協会オホーツク支部総会（菊池）

第 1 回子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会
（馬場・成田）
生きがい大学ウトロ校公民館講座「楽しく
体操」（山口）《21名》
ウトロ分館講座 1-②「布ぞうり作り」（山
口）《9 人》
丸七高橋組安全大会《公ﾎ 100 人》
第 8回館内会議

5/22 斜里芸術文化事業協会総会（菊池）
5/23 望岳ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ 15 周年記念祝賀会（笠谷）
5/24 ゆめコミュ パート 1「科学大実験」

（山口）《8 人》
老人クラブ連合会四役会議（笠谷）

5/25 ダンスフェスティバル《公ﾎ 215 人》
繰り上げ閉館（21：00）

5/28 教育委員会議（菊池）
斜網地区文化団体協議会総会（菊池・馬場・
笠谷）

5/29 生きがい大学集合学習③「越川橋梁につい
て」（成田）《公ﾎ 89 人》
生きがい大学公民館専門課程③「ただ生き
るのではなく よく生きることとは」（高
木）《22 人》
第 9回館内会議

5/30 猫の手例会（菊池・笠谷）《6 人》
5/31 ゆめクラブパート 1「ねぷた絵にチャレ

ンジ」①（高木）《9 人》

6 月
6/1 繰り上げ閉館（21：00）
6/3 網走ブロック社会教育関連広域事業企画会

議 大空町（菊池）
～8 冷温水発生機冷却水系統チューブ洗浄

作業
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6/4 ウトロ分館講座 1-③「布ぞうり作り」（山
口）《10 人》
第 10 回館内会議

6/5 生きがい大学集合学習④「水産加工業の現
状と食育について」（成田）《公ﾎ 87 人》

6/6 文連常任理事会（笠谷）
繰り上げ閉館（21：00）

6/7 第 70 回日本ユネスコ運動全国大会 in 知床
《文ﾎ 600 名》
ゆめクラブパート 1「ねぷた絵にチャレ
ンジ」②（高木）《9 人》
繰り上げ閉館（20：30）

6/9 ウトロ分館講座 2-①「初心者向けフラダン
ス講座」（山口）《7人》

6/11 生きがい大学ウトロ映画会
「そして父になる」ウトロ支所《17 人》

（馬場・成田・山口）
第 11 回館内会議

6/12 生きがい大学映画会
「そして父になる」 《文ﾎ 90 人》（成田）
映画会「そして父になる」ゆめﾎｰﾙ事業№137
《文ﾎ 165 人》（菊池・馬場・成田・高木）
生きがい大学公民館専門課程④「何をして
もらうかではなく何ができるか」（高木）
《28人》
斜里芸術文化事業協会理事会 欠席

～15 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき企画調査 東京都
（笠谷）

6/14 ゆめクラブパート 1「ねぷた絵にチャレ
ンジ」③（高木）《7 人》

6/15 繰り上げ閉館（21：00）
6/16 ウトロ分館講座 2-②「初心者向けフラダン

ス講座」（山口）《4人》
6/18 小学校芸術鑑賞会 低学年公演 人形劇団

プーク「ピンクのドラゴン」（高木・馬場）
《文ﾎ 280 人》
排煙装置保守点検

6/20 第 12 回館内会議
6/21 ジュニアエレクトーンフェスティバル

《公ﾎ 55 人》
繰り上げ閉館（20：35）

6/22 消防団斜里分会現地教育教養訓練
《公ﾎ 130 人》

6/23 ウトロ分館講座 2-③「初心者向けフラダン
ス講座」（山口）《7人》

6/25 教育委員会議・ウトロ体育施設視察（菊池）
斜里建設工業㈱安全大会《公ﾎ 121 人》
第 13 回館内会議

6/26 子育てエンジョイ講座①「かわいいﾌﾟﾘｻﾞｰ
ﾄﾞﾌﾗﾜｰづくり」（笠谷）《7 人》
朝日小３年生施設見学（成田）《27 人》
オホーツク文化事業ネットワーク会議総会

北見市(菊池・馬場)
第 2 回子ども芸術ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会

（馬場・成田）
第 1回社会教育委員の会議（菊池）

6/27 老人クラブ連合会四役会議（笠谷）
6/28 ゆめクラブパート 2「作ってあそぼう」①

（高木）《13 人》
繰り上げ閉館（20：00）

6/29 「白Ａ JAPAN TOUR」ゆめﾎｰﾙ事業№138
《文ﾎ 420 人》

７月
7/1 第 14 回館内会議
7/2 老人クラブ連合会ﾌﾞﾛｯｸ研修会役員会（笠

谷）
7/3 生きがい大学公民館専門課程⑤「高齢者に

とっての遊びの効果と可能性」（高木）《27
名》
社会教育主事研修会（網走市）（笠谷）

7/4 北海道公民館職員研修会（札幌市）（菊池）
文連常任理事会（笠谷）

7/5 ゆめクラブパート 2「作ってあそぼう」②
（高木）《13 人》

7/6 友の会バスツアー「松竹大歌舞伎公演観劇」
（中標津町）（馬場・藤盛）
石川千華＆澤又啓助マリンバデュオコンサ
ート《公ﾎ 82 人》
繰り上げ閉館（20：30）

7/9 第 15 回館内会議
7/10 網走地区老人ｸﾗﾌﾞ連合会網走ﾌﾞﾛｯｸ研修会

《文ﾎ 425 人》
斜里芸術文化事業協会理事会（笠谷）12人

～11 北海道舞台芸術情報フェア 2014（札幌
市）(馬場)

7/12 ゆめクラブパート 2「作ってあそぼう」③
（高木）《14 人》
繰り上げ閉館（20：00）

7/13 オホーツクサイクリング（ゴール）閉会式
繰り上げ閉館（20：00）

7/14～15 アート体感教室（朱円小）（馬場）《16
人》

7/15 戦没者追悼式《公ﾎ 120 名》
7/17 生きがい大学「若返りの集い」（健康増進

ｾﾝﾀｰ）（成田）《97人》
子育てエンジョイ講座②「浴衣の着付け教
室」（笠谷）《7人》
大正琴北海道琴悠会第 4 回支部交流演奏会
《公ﾎ 65 人》
第 16回館内会議

7/20 斜里ダンス同好会 40 周年記念ダンスパー
ティー《230 人》

7/23 公民館講座「朗読講座①」（講師：安藤千鶴
子氏）《10人》
教育委員会議（菊池）

7/24 公民館講座「朗読講座②」（講師：安藤千鶴
子氏）《11人》

7/25 第 17 回館内会議
7/26 繰り上げ閉館（20：00）
7/27 繰り上げ閉館（21：00）
7/29 消防訓練（第 1 回）

網走ﾌﾞﾛｯｸ小中学校校長教育研究大会（成
田）《39 人》
繰り上げ閉館（21：30）
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7/29～31 ゆめ広場①「流しそうめんをつくろう」
（馬場・藤盛）《延 57 人》

7/30 第 18 回館内会議
生きがい大学ウトロ校公民館講座②「楽し
く体操 2」（山口）《14 人》
公民館講座「朗読講座③」（講師：安藤千鶴
子氏）《8人》

7/31 生きがい大学集合学習⑤「終活について」
（成田）《公ﾎ 89 人》
公民館講座「朗読講座④」（講師：安藤千鶴
子氏）《13人》

8 月
8/1 文化連盟常任理事会(馬場)《11 人》
8/2 白石加代子百物語〈げいぶん支援事業〉《文

ﾎ 300 人》
8/5 繰り上げ閉館（21：30）
8/5～7 ゆめ広場②「凧をつくろう」（馬場・藤盛）

《延 14 人》
8/6 子ども芸フェス実行委員会（馬場・成田）

《7 人》
第 19 回館内会議

8/7 生きがい大学公民館課程⑥「柴田トヨ著／
「くじけないで」「百歳」を読んで（高木）
《28人》
斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）14人
猫の手例会（笠谷）6 人

8/9～10 全館ワックス掛け
8/12 老人クラブ連合会四役会議 6 人（笠谷）

繰り上げ閉館（21：30）
8/13 第 20 回館内会議
8/14 繰り上げ閉館（21：00）
8/20 第 21 回館内会議
8/21 子育てエンジョイ講座③「ゴスペル体験講

座」（笠谷）《14 人》
8/24 繰り上げ閉館（21：00）
8/26 小学校芸術鑑賞会 高学年公演 劇団四季

こころの劇場「ふたりのロッテ」（高木・馬
場）《文ﾎ 441 人》

8/27 川上小 3年社会科見学 8 人
教育委員会議（菊池）
第 22 回館内会議

8/28 オホーツク文化事業ネットワーク会議定例
会 網走市（馬場）
川上公民館分館 第 1 回消防訓練 27 人

8/30 「見知らぬ女の手紙」公演 ゆめﾎｰﾙ事業№
139 《文ﾎ 270 人》

9 月
9/1 網走ブロック高齢者リーダー研修会 大空

町（菊池・成田）
9/3 第 23 回館内会議
9/4 生きがい大学集合学習⑥「フラットナイト

について」（成田）《公ﾎ 79 人》
生きがい大学公民館課程⑦「終活について
考える①」（高木）《18人》

9/5 下期定期利用抽選会 50 人
（菊池・馬場・成田）

文化連盟常任理事会(笠谷)18 人
9/7 斜里バレエサークル シルフィード 15 周年

発表会《文ﾎ 450 人》
9/9 子ども向け芸文講座「踊りに行くぜ！」（川

上小）51人（馬場）
一般向け芸文講座「近藤良平ダンスワーク
ショップ」（馬場）《文ﾎ 21 人》

9/10 第 24 回館内会議
9/11 生きがい大学集合学習⑦「ソバっていい

ね！」（成田）《公ﾎ 79 人》
9/12 老人クラブ連合会パークゴルフ交流会

（笠谷）117 人
斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）16人

9/13 ゆめクラブパート３「マイ弁当をつくろ
う！」①（高木）《14 人》

9/18 生きがい大学集合学習⑧「悩まなくていい
ことは悩まない」（成田）《公ﾎ 74 人》
生きがい大学公民館専門課程⑧「終活につ
いて考える②」（高木）《18 人》
繰り上げ閉館（21：40）

9/20 ゆめクラブパート３「マイ弁当をつくろ
う！」②（高木）《14 人》

9/21 琴コンサート（斜里筝紀会発表会）〈げいぶ
ん支援事業〉《文ﾎ 280》
繰り上げ閉館（21：00）

9/23 鼓童ﾜﾝｱｰｽﾂｱｰ 2014〈げいぶん支援事業〉
《文ﾎ 470 人》

9/24 第 25 回館内会議
9/25 子育てエンジョイ講座④「自分でできる簡

単ネイルアート講座」（笠谷）《2 人》
9/25～26 生きがい大学修学旅行（北見ﾎか）

（成田・山口）《斜里校 21 人、ウトロ校
5 人、引率 2 人 計 28人》
斜里中学校生徒職場体験学習（馬場・
成田）5 人

9/26 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき第 7 回定例会 北見市端
野（菊池）

9/27 ゆめクラブパート３「マイ弁当をつくろ
う！」③（高木）《15 人》
42th YAMAHA MUSIC WORLD《文ﾎ 240 人》

9/28 オホーツク支部女性消防団研修会《公ﾎ 104
人》

9/30 教育委員会議（馬場）

10 月
10/1 北海道公民館協会オホーツク支部打合会議

北見市（菊池）
繰上げ閉館（21:20）
「アステリズム」吹奏楽ワークショップ
中学校（笠谷）《20人》

10/2 「アステリズムコンサート」ゆめﾎｰﾙ事業
№140 《公ﾎ 110 人》
スクールコンサート「アステリズム」中学
校（笠谷）

～3 斜里町小学校芸術鑑賞会 スクールコ
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ンサート「アクアレーラ」全小学校／川上
小リコーダークリニック（高木）

10/4 文化連盟「育てる事業」三線講座①《2人》
繰上げ閉館（20:20）

10/5 斜里町「健康まつり」《公ﾎ 150 人、文ﾎ 100
人》

10/7 脳卒中患者の救急搬送システム変更町民説
明会《公ﾎ 114 名》

10/8 第 26 回館内会議
10/9～10 網走地区老人クラブリーダー研修

会・連合会会長表彰 北見市（笠谷）
《22人》

10/10 文化連盟常任理事会(笠谷)
10/12 ゆめクラブパート 4-①「森モリあそぼう」

（高木）《10 人》
斜里高校吹奏楽部定期演奏会《文ﾎ 250 人》

10/14 老人クラブ連合会四役会議（笠谷）《4 人》
繰上げ閉館（21:30）

10/15 斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）《14
人》
生きがい大学ウトロ校 大学祭自主練習
（山口）《14 人》

10/16 生きがい大学集合学習⑨「健康づくり講
座」（成田）《公ﾎ 80 名》
生きがい大学公民館専門課程⑨「意識調査
アンケート」（高木）《24人》
遠軽町高齢者大学「瞰望大学」視察受入れ

（馬場）《29 人》
10/17 平成 26 年度第 1 回公民館運営審議会（菊

池・馬場）《10人》
10/17 第 27 回館内会議
10/18 文化連盟「育てる事業」三線講座②《2 人》
10/19 ゆめクラブパート 4-②「しれとこ森の集

いに参加する」（高木）《10 人》
10/22 第 28 回館内会議
10/23 生きがい大学集合学習⑩「歌で元気になる

講座」（成田）《公ﾎ 94 名》
クラブ活動⑨
子育てエンジョイ講座⑤「斜里産食材で料
理教室」（笠谷）《9人》

～24 第 58 回北海道公民館大会（菊池）《3
人》

10/25 文化連盟「育てる事業」三線講座③《2 人》
10/26 ゆめクラブパート 4-③「ドングリクッキ

ーを作ってみる」（高木）《6 人》
10/27 川上小リコーダークリニック（高木）

～28 ゆめコミュパート 3「立体地図をつく
ろう」（山口）《16人》

10/29 教育委員会議（菊池）
子ども芸フェス実行委員会（馬場・成田）
《7 人》

10/30 生きがい大学祭（成田）《文ﾎ 159 人》
第 29 回館内会議

10/31 文化連盟常任理事会《14 名》（笠谷）

11 月
11/1 斜里高校吹奏楽部定期演奏会

（馬場）《文ﾎ 300 人》
ゆめクラブパート 5-①「木で作ろう」

（高木）《14 人》
繰上げ閉館（21:55）

11/2 友の会バスツアー 演劇「淑女のロマン
ス」鑑賞（中標津町）（笠谷）《20 人》

11/3 臨時開館
斜里町顕彰式（富樫・成田）《文ﾎ 150 人》

11/5 第 30 回館内会議
11/6 生きがい大学集合学習⑪「元気になるファ

ッション」（成田）《公ﾎ 84 人》
クラブ活動⑩

11/7 文化連盟理事会（笠谷）《35名》
11/8 ゆめクラブパート 5-②「木で作ろう」

（高木）《15 人》
繰上げ閉館（21:00）

11/9 双葉保育園お遊戯会（藤盛）《文ﾎ 380 人》
11/11 第 8 回老連スロットボール大会 健康増

進センター（笠谷）《162 名》
老人クラブ連合会理事会（笠谷）《24人》

11/12 生きがい大学ウトロ校 博物館講座「チャ
シコツ遺跡について」（山口）《16 人》
第 31 回館内会議

11/13 生きがい大学集合学習⑫「体験発表・ホー
ムルーム」（成田）《公ﾎ 84 人》
公民館専門課程⑩「修了式」（高木）《28
人》
子育てエンジョイ講座⑥「秋の爽やかスト
レッチ講座」（笠谷）《10人》
繰上げ閉館（21:40）

11/14 斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）《12
人》

11/15 ゆめクラブパート 5-③「木で作ろう」
（高木）《13 人》

11/16 はまなす保育園お遊戯会 （笠谷・成田）
《文ﾎ 300 人》

11/19 第 32 回館内会議
教育委員会議（菊池）

11/20 繰上げ閉館（21:35）
11/21～23 ぶんれん文化祭作品展示《564 人》
11/23 臨時開館 ぶんれん文化祭舞台フェステ

ィバル《文ﾎ 421 人》
ぶんれんパーティ・文化関係表彰者祝賀会
《公ﾎ 100 名》
繰上げ閉館（21:00）

11/26 繰上げ閉館（21:30）
11/27 第 2 回分館長・主事会議（菊池・馬場・成

田）《18 人》
第 33 回館内会議
繰上げ閉館（21:30）

11/28 文化連盟常任理事会(笠谷)
繰上げ閉館（20:20）

11/29 ＮＨＫ「民謡をたずねて」公開録音 ゆめ
ﾎ-ﾙ事業 №141 《文ﾎ 291 人》
繰上げ閉館（20:00）
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12 月
12/2 繰上げ閉館（21:30）
12/3 第 34 回館内会議
12/4 第 2 回小学校芸術鑑賞会実行委員会（高

木）《8 名》
12/4～5 斜里町老人クラブ連合会交流研修会

会・会長表彰 ウトロ第一 H
（笠谷）《107 人》

12/5 生きがい大学ウトロ校（山口）《9名》
12/6 復活！ほろ酔いダべリング ウトロ（菊

池・馬場・笠谷）《60 人》
ゆめコミュＰ4-①「お正月飾りともちつ
き」（山口）《14 人》

12/7 大谷幼稚園おさとり会（藤盛）
《文ﾎ 200 名》

繰上げ閉館（21:30）
12/9 第 35 回館内会議

繰上げ閉館（21:30）
12/10 繰上げ閉館（21:10）
12/11 子育てエンジョイ講座⑦「全身トリート

メント・リンパマッサージ講座」（笠谷）
《16人》
斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）《13
人》
教育委員会議（菊池）

12/13 ゆめコミュＰ4-②「ふれあいもちつき交
流会」（山口）
繰上げ閉館（21:00）

12/14 第 8 回共同募金チャリティー・ふれあい
ステージ（成田）《文ﾎ 650 人》
第 47 回衆議院議員総選挙・第 23 回最高
裁判所裁判官国民審査（第 1 投票所・開
票所）

12/16 第 36 回館内会議
繰上げ閉館（21:30）

12/17 生きがい大学ウトロ校 暴風雪のため中
止

12/17～18 臨時休館（暴風雪のため）
12/19 第 5 回子ども芸術フェスティバル実行委

員会 8名（馬場・成田）
12/20 オホーツク管内公民館（類似施設）職員

及び公民館運営審議会委員研修会 網走
市（菊池）《3名》
繰上げ閉館（21:10）

12/23 繰上げ閉館（21:30）
12/25 第 37 回館内会議

繰上げ閉館（20:30）
12/27～28 臨時休館（館内ワックス掛け）
12/30～31 年末休館

1 月
1/1～5 年始休館
1/5 年始開館準備（施設周辺除雪）
1/6 消防出初式（成田）《文ﾎ 140 人》

第 38 回館内会議
1/7 繰り上げ閉館（21：00）

1/8 斜里芸術文化事業協会理事会・新年会
（菊池）

繰り上げ閉館（20：00）
1/9 文化連盟常任理事会・新年会（笠谷）
1/10 繰り上げ閉館（21：00）
1/11 斜里町成人式（笠谷・藤盛）《文ﾎ 228 人》

繰り上げ閉館（20：00）
1/14 生きがい大学ウトロ校 海洋センター講

座 「楽しく体を動かす①」11人（山口）
1/15 第 39 回館内会議
1/17 SHIRETOKO DREAM DANCE CONTEST〈げいぶ

ん支援事業〉（成田）《公ﾎ 220 人》
1/20 介護予防講演会《公ﾎ 54 人》

繰り上げ閉館（21：30）
1/21 子ども芸フェス実行委員会（馬場・成田）

《10人》
第 40 回館内会議
教育委員会議（菊池）

1/22 子育てエンジョイ講座⑧「でんぷん団子講
座」（笠谷）《13 人》
繰り上げ閉館（20：00）

1/24 繰り上げ閉館（20：00）
1/25 ＢＢＢＢ feat 綾戸智恵コンサート〈げい

ぶん支援事業〉《文ﾎ 430 人》
繰り上げ閉館（20：00）

1/25～26 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき（笠谷）美唄
1/27 繰り上げ閉館（21：30）
1/28 第 41 回館内会議
1/30 斜里高等学校学習発表会《文ﾎ 400 人》
1/31 ゆめクラブパート 6「キッチンでサイエン

ス」①（高木）《17名》
繰り上げ閉館（暴風雪のため・18：00）

2 月
2/1 臨時休館（暴風雪警報発令）
2/3 繰り上げ閉館（21：20）
2/4 生きがい大学ウトロ校 海洋センター講

座 「楽しく体を動かす②」11人（山口）
第 42 回館内会議

2/5 子育てエンジョイ講座⑨「ちょっと息抜き、
気軽にヒップホップ講座」（笠谷）《13人》
繰上げ閉館（21:30）

2/6 文化連盟常任理事会（笠谷）
2/7 ゆめクラブパート 6「キッチンでサイエン

ス」②（高木）《20名》
2/8 ウトロ分館講座「親子スキー教室」（山口）

《34人》
2/10 消防訓練（第 2回）
2/11 斜里町女性大会（成田）《公ﾎ 86 人》
2/12 斜里芸術文化事業協会理事会（菊池）
2/13 斜里町老人クラブ連合会理事会（笠谷）
2/14 斜里町青年の主張大会（笠谷）《公ﾎ 150

人》
繰上げ閉館（20:00）

2/15～16 避難所開設（暴風雪災害）《避難者 187
人》

2/17～22 ゆめﾎｰﾙ事業 No142 第 14 回子ども芸
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術フェスティバル（馬場・成田）《公ﾎ 1,622
名》

2/18 第 43 回館内会議
2/19～20 ﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（馬場）《25 人》
2/20 教育委員会議（菊池）
2/21 ゆめコミュＰ5 English Campus in Utoro

「ウトロでわくわくｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ体験」（山口）
2/22 indigo jam unit release tour 2015〈げ

いぶん支援事業〉《文ﾎ特設ｽﾃｰｼﾞ 70 人》
2/24～25 老人クラブ連合会役員交流研修会

川湯（笠谷）《35 人》
2/26 ウトロ分館講座「マッサージ教室」（山口）

《24人》
網走地区老人クラブ連合会理事会 網走
市（笠谷）
生きがい大学（本校・ウトロ校）卒業・修
了式《文ﾎ 93 名 本校 79名・ウトロ 14 名》

2/27 繰上げ閉館（暴風雪のため・15:00）
2/27～3/14 第 6 回ひとゆめ展
2/28 ゆめクラブパート 7「心で話そう 手で話

そう」①（高木）《5 名》

3 月
3/2～3 避難所開設（暴風雪災害）《避難者 37 人》
3/4 繰上げ閉館（21:30）
3/6 定期利用受付上期抽選会（菊池・笠谷・成

田）《52 人》
文化連盟常任理事会（笠谷）《14人》

3/7 ゆめクラブパート 7「心で話そう 手で話
そう」②（高木）《10 人》
斜里吹奏楽団 REGULAR CONCERT 2015《文
ﾎ 307 名》

3/8 大人の発表会《公ﾎ 40 人》
繰上げ閉館（20:00）

3/10 繰上げ閉館（20:00）
3/12 子育てエンジョイ講座⑩「気功体操・太極

拳講座」（笠谷）《11 人》
斜里町芸術文化事業協会理事会（菊池）

3/14 高校生バンド卒業ライブ《公ﾎ 120 人》
繰上げ閉館（21:30）

3/18 第 44 回館内会議
3/21 長谷川音楽教室ピアノ発表会《文ﾎ 95 人》

繰上げ閉館（21:30）
3/22 劇団みずなら定期公演「明日、晴れたら、

縁側で」〈げいぶん支援事業〉《公ﾎ①136
人、②97人》

3/24 生きがい大学新入生面接（菊池・成田）《13
人》
繰上げ閉館（21:30）

3/25 公民館講座「青年団の取り組みとまちづく
りについて」（菊池・馬場）《5団体 16 人》

～27 ゆめコミュＰ6「ホップ！ステップ！
ダンス!!」（山口）《延べ 35 人》

3/26 生きがい大学自治会役員会（成田）《10人》
第 45 回館内会議

3/27 第 2 回公民館運営審議会（菊池・馬場）《8
人》

教育委員会議（菊池）
3/28 映画会「怪盗グルーのミニオン危機一発」

ゆめﾎｰﾙ事業№143《文ﾎ 148 人》
繰上げ閉館（21:00）

3/29 繰上げ閉館（20:00）
3/30 BBBB 吹奏楽ワークショップ（馬場）《50

名》
3/31 BBBB 吹奏楽ワークショップ（馬場）《50

名》
生きがい大学自治会役員会（成田）《12名》
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２ 委員

（１）公民館運営審議会

ゆめホール知床開館年度の平成 10年度から公民館運営審議会として、10名の委員を委嘱して

いる。任期は 2年とするが、再任を妨げないものである。

○ 公民館開催状況

№ 期 日 開 場 主な内容 備 考

1 10 月 17 日

ゆめホール知床

・公民館運営審議会の役割について

・入館者数の推移・公民館使用料の推移

・平成 25年度推進計画の評価、課題

・平成 26年度推進計画の進捗状況

2 3 月 27 日
・平成 27年度事業・予算内容説明

・事業報告等

○公民館運営審議会委員名簿

（任期：平成２６年度４月１日～平成２８年度３月３１日）

№ 氏 名 区 分 所 属

1 西 村 一 夫 学校教育関係 朝日小学校

2 西 村 栄 基 学校教育関係 斜里中学校

3 狩 野 康 弘 学校教育関係 斜里高等学校

4 川 村 國 博 社会教育 文化連盟会長

5 沼 倉 美喜子 社会教育 自女連

6 門 間 哲 也 社会教育 子どもサポートセンター

7 羽田野 幸 子 社会教育 生きがい大学自治会

8 平 田 千代美 家庭教育（識見を有する者）

9 田 畑 こず恵 家庭教育（識見を有する者）

10 本 宮 尚 孝 家庭教育（識見を有する者）

（２）分館長・主事

平成 14 年度からウトロ地区分館（ウトロ支所）を設置し 12 館体制となる。12 館の分館に分

館長と主事を置き、地域の公民館活動の中心としている。学校のある地域は主に学校長と教頭に

発令し、それ以外の地域では主に自治会をとおして選出をお願いしている。主に分館の管理と冬

季間の分館講座の取りまとめや実施を行っている。

○分館長・主事会議開催状況

№ 期 日 会 場 主な内容 備 考

1 4 月 9日

ゆめホール知床

・公民館分館業務内容説明

・職員体制について

・施設運営管理について

2 11 月 27 日
・冬期施設管理運営等について

・分館講座について
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○公民館分館長・主事名簿

分館住所 分館長・主事名簿

（任期：平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日）

分館名 分館住所 電話番号 分館名 職名 氏 名 職名 氏 名

美咲 美咲 73-3 23-1627 美咲 分館長 熊谷 春 彦 主事 今野 公 彦

大栄 大栄 90（集） 23-1656 大栄 分館長 佐藤 敦 主事 橋本 一 行

川上 川上 132 23-1762 川上 分館長 長尾 克 伸 主事 外川 範 幸

中斜里 中斜里 38 23-3346 中斜里 分館長 山端 保 則 主事 斉藤 勝 夫

三井 三井182（集） 23-1407 三井 分館長 小原 幹 弥 主事 小林 弘幸

富士 富士 56 23-0490 富士 分館長 西田 一 司 主事 旭 昇

以久科 以久科南23（集） 23-1538 以久科 分館長 岡田 陽 子 主事 田中 肇

越川 越川 89（集） 23-0097 越川 分館長 平岡 正 雄 主事 岡本 庄太郎

朱円 朱円 51 23-0040 朱円 分館長 稲葉 一 義 主事 平野 真奈美

峰浜 峰浜 22 28-2117 峰浜 分館長 成田 勇 次 主事 滝澤 大 徳

来運 来運 67（集） 23-2197 来運 分館長 前東 政 幸 主事 丸子 裕 之

ウトロ 香川 1 24-2200 ウトロ 分館長 伊藤 春 彦 主事 高橋 英 夫

３ 機構と職員

（平成２７年３月３１日現在）

館長

〈菊池 勲〉

H26.4～ 公民館係

〈係長/馬場 務〉H25.4～

〈主任/笠谷 俊介〉H24.4～

(社会教育指導員/高木 ゆかり) H12.4～

(常用職員/成田 隆之) H22.10.1～

(常用職員/藤盛 悟) H23.4～

(臨時職員/武山 恭子) H26.4～

(舞台/阿部央佳 H21.4～)*

(舞台/渡部絵梨 H23.4～)*

〈 〉町職員/（ ）委託・嘱託・常用・臨時職員/*会社委託職員

他に 17 時～22時までの事務室警備（1）、館内清掃（2）を会社委託している
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総務部門

４ 業務概要

公民館分館の管理

（11 館）

広報
公民館

広 報

施設管理

舞台管理運営

施設利用の受付/使用料の徴収/機械保守点

検の実施/外構整備の実施

分館の施設利用（ウトロを除く）

分館改修

おじろ通信編集/ゆめホールだより発行/

ホームページ管理

舞台利用の調整と受付/舞台保守点検の実

施/舞台技術の向上

本館の管理

（館内・館外）

舞台管理

公民館活動

部門
青年期年齢領域

事業

講座

活動援助

本館講座

分館講座

高齢期

公民館系団体

生きがい大学公民館専門課程/ゆめクラブ/

出前講座/朗読講座/ゆめ広場（part1～7、

全 19 回）/ 子育てｴﾝｼﾞｮｲ講座（全 10 回）/

ﾏｲﾌﾟﾗﾝ･ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ事業：「フセンセミナー」

「ハンドメイド講座」

高齢者学級「生きがい大学」

高齢者学級「生きがい大学ウトロ校」

地域分館講座の開催

（12 分館）

成人式・青年団の取り組みとまちづくり講

座

町老連/単位老人クラブ

芸術文化

部門

ロビー展/ホワイエコンサート

小劇場 低学年公演：人形劇団ﾌﾟｰｸ「ﾋﾟﾝｸの

ﾄﾞﾗｺﾞﾝ」高学年公演：劇団四季ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「ふ

たりのロッテ」/ ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄ：ﾘｺｰﾀﾞｰｱﾝｻﾝﾌﾞ

ﾙ「ｱｸｱﾚｰﾗ」ｺﾝｻｰﾄ

高橋知己 Quartet 北海道ﾂｱｰ in しゃり/白石

加代子「百物語」/琴ｺﾝｻｰﾄ/鼓童ﾜﾝ･ｱｰｽ･ﾂｱｰ

2014～神秘/山岡美樹ﾐｰﾂ大徳俊幸ﾄﾘｵﾌﾟﾗｽ

ｽﾃｯﾊﾟｰｽﾞ/毛利巨塵ﾁｪﾛでつづる Autumn

Note/ｼﾚﾄｺﾄﾞﾘｰﾑﾀﾞﾝｽ/BBBB feat 綾戸智絵ｺﾝ

ｻｰﾄ/indigo jam unit release tour2015/劇

団みずなら「明日、晴れたら、縁側で」

映画会「そして父になる」「怪盗グルーのミ

ニオン危機一発」/白Ａ JAPAN Tour 2014

Tetrick/演劇「見知らぬ女の手紙」/アステ

リズムコンサート/ＮＨＫラジオ公開録音

「民謡をたずねて」/第 14 回子ども芸術ﾌｪｽ

ﾃｨﾊﾞﾙ「おもちゃと絵本」

写真ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/ダンスﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/バルーンア

ートﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/吹奏楽ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
講座

公演事業

芸術文化

事業

活動援助

芸術文化講座

ゆめホール事業

芸文支援事業

青少年鑑賞事業

その他の事業

芸術文化系団体
芸術文化事業協会/文化連盟/友の会/各種

実行委員会/他
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５ 当初予算

今年度は、本館の冷温水発生機冷却水系統チューブ洗浄、分館のストーブ更新事業（越川・三井・

来運・大栄・以久科・中斜里・富士・川上）、峰浜分館屋根修繕工事等の整備を行った。また、事業

では、第 14 回子ども芸術フェスティバル「つながる ひろがる おもちゃと絵本」のほか、プロジェ

クションマッピングを駆使したパフォーマンス「白Ａ JAPAN Tour 2014」や演劇「見知らぬ女の手紙」

の公演、さらに、ＮＨＫラジオ番組「民謡をたずねて」の公開録音などを実施した。芸術文化講座は、

写真ワークショップやダンスワークショップ、吹奏楽ワークショップ、バルーンアートワークショッ

プなどを実施した。

《歳入》

目 節 説 明 14 予算額 13 予算額 差 充当先

教育費

使用料

公民館

使用料
公民館使用料 2,640 2,460 180

公民館維持管理
事業費

民生費

補助金

老人福祉

補助金

老人クラブ運営費

補助金
775 786 △11

公民館活動事業
費

指定寄付金
教育費

寄付金

芸術文化振興基金

寄付金
0 0 0

繰入金
教育費

繰入金

芸術文化振興基金

繰入金
1,000 1,000 0

芸術文化公演助
成事業費

雑入 雑収入

ゆめホール主催事業

入場料
1,645 1,055 590

芸術文化公演講
座事業費

北海道文化財団助成金 350 0 350

地域創造助成金 0 0 0

自動販売機電気料 38 38 0
公民館維持管理
事業費

雇用保険料本人負担分 29 29 0

計 6,477 5,368 1,109

芸術文化振興基金 現在高 13,852,406 円（27 年 3月末）

（内今年度寄附） （100,000）円

《歳出》 以久科、大栄、三井、越川、来運地区の公民館分館施設の維持管理費

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

農 村 集 落

セ ン タ ー

維持管理費

農村集落

センター

維持管理

事 業 費

需用費 1,910 1,971 △61

（消耗品） 161 161 0 水質管理用薬剤等

（燃料費） 293 283 10 灯油・プロパンガス等

（修繕料） 378 415 △37 施設小破修繕

（光熱水費） 1,078 1,112 △34 電気・水道使用料

役務費 251 264 △13

（通信費） 186 186 0 電話料金

（手数料） 65 78 △13 水質検査等

委託費 881 880 1
管理業務、浄化槽維持、
消防設備

使用料 69 75 △6 NHK 放送受信料

備品購入費 623 562 61 ストーブ購入費

小計 3,734 3,752 △18
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公民館運営審議会、分館長主事、社会教育指導員（斜里・ｳﾄﾛ分）

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

公民館費 公民館運

営事業費

報酬 4,757 4,750 7 公運審委員、分館会議、
社教指導員（斜里・ｳﾄﾛ）

共済費 686 682 4 社教指導員社保料

旅費 161 162 △1 公運審全道公民館大会
分館長･主事交通費

役務費 2 2

（通信費） 2 2 郵送料

負担費補助及び交付金 44 44 公民館協会負担金

小計 5,650 5,640 10

老人クラブ、生きがい大学（本校、ｳﾄﾛ校）、公民館課程成人式、ゆめクラブ、ゆめコミュ、分館講座

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

公民館費 公民館活

動事業費

報償費 1,356 1,374 △18 公民館･分館講座講師謝礼

旅費 114 114 0 老連研修会引率旅費他

需用費 492 449 43

（消耗品） 342 300 42 本館･分館講座等消耗品

（食糧費） 19 21 △2 講座講師昼食他

（印刷製本費） 131 128 3 文集印刷他

役務費 108 108 0

（通信費） 100 100 0 講座案内等郵送料

（手数料） 8 8 0 チラシ折込手数料

賃借料 316 312 4 映画フィルム借上げ他

負担金補助及び交付金 4,165 4,165 0 老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動助成

金他

小計 6,551 6,522 29

公民館本館及び６分館（中斜里、朱円、峰浜、川上、美咲、富士）の維持管理費

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

公民館費 公民館維持

管理事業費

共済費 234 232 2 臨時職員分社保料

賃金 1,573 1,573 0 臨時職員分

需用費 25,289 24,237 1,052

（消耗品） 2,254 2,348 △94 本館分館消耗品

（印刷製本費） 65 63 2 各種用紙等印刷費

（燃料費） 9,030 7,483 1,547 Ａ重油ほか

（修繕料） 3,792 4,099 △307 本館・分館小破修繕

（光熱費） 10,148 10,244 △96 電気水道料

役務費 1,149 1,084 65

（通信費） 727 726 1 電話、郵便料

（手数料） 274 238 36 非常用発電設備整備

（保険料） 148 120 28 公民館活動保険料

委託料 21,544 20,852 692 舞台操作、分館管理、清

掃夜間業務他

使用料 1,152 1,190 △38 予約管理システム、コピ
ー機、印刷機、除雪機、
受信料

工事請負費 4,731 500 4,231 峰浜分館屋根改修工事

原材料費 105 105 0 ペンキ、べニヤ等

備品購入費 933 2,088 △1,155 分館ストーブ購入

公課費 22 0 22 自動車重量税

小計 56,732 51,861 4,871

公民館費合計 68,933 64,023 4,910
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芸術文化講座の実施,芸術鑑賞機会提供(子ども芸術ﾌｪｽ、映画会ほか)

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

公演・講座

事業費

報償費 407 395 12 芸術文化講座講師謝
礼

旅費 255 297 △42 職員･講師旅費

需用費 337 287 50

（消耗品） 127 127 0 講座、事業等事務用品

（食糧費） 60 60 0 公演等ｹｰﾀﾘﾝｸﾞ

（印刷費） 150 100 50 チラシ・ポスター印刷

役務費 339 257 82

（通信費） 30 30 0 郵送、運送料

（手数料） 147 90 57 ピアノ調律、チラシ折
込料

（広告料） 162 137 25 新聞広告掲載料

委託料 1,873 1,200 673 公演･芸ﾌｪｽほか

使用料 200 340 △140 映画ﾌｨﾙﾑ借上料他

負担金補助及び交付金 0 2,440 △2,440

小計 3,411 5,216 △1,805

児童芸術鑑賞機会提供（ｽｸｰﾙｺﾝｻｰﾄほか）、芸術文化事業協会助成事業

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

公演助成

事業費

負担金補助及び交付金 7,450 6,950 500 芸文協会、小学生芸術

鑑賞会実行委員会他

小計 7,450 6,950 500

目 事業 節（細節） 14 予算額 13 予算額 差 内 訳

芸術文化

振興費

団体育成

事業費

負担金補助及び交付金 455 455 0 文連助成金、ｼｱﾀｰﾈｯﾄ、

公文協負担金

小計 455 455 0

芸術文化振興費合計 11,316 12,621 △1,305



６ 利用者数

○本館利用者人数

一 般 一 般 一 般

使用日数 使用件数 本番件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数 練習利用 使用日数 使用件数 催物件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数 使用日数 使用件数 催物件数 ﾘﾊｰｻﾙ件数

４月 4,313 26 10 3 2 1 0 21 5 5 0 26 0 0 0

５月 5,815 27 5 0 0 0 0 23 5 5 0 26 0 0 0

６月 9,093 25 15 5 4 1 0 21 5 5 0 25 0 0 0

７月 9,725 27 25 6 1 0 5 28 7 6 1 27 0 0 0

８月 5,617 25 11 4 3 0 1 21 0 0 0 24 0 0 0

９月 8,570 25 22 10 5 3 2 24 4 4 0 25 0 0 0

10月 7,468 27 17 8 3 1 4 24 3 3 0 27 1 1 0

11月 12,776 26 25 17 6 7 4 25 5 5 0 26 0 0 0

12月 8,440 22 22 5 2 3 0 19 4 4 0 19 1 1 0

１月 6,012 23 23 11 4 2 5 20 3 3 0 21 0 0 0

２月 7,873 24 18 2 2 0 0 21 3 3 0 23 0 0 0

３月 5,308 26 15 4 2 1 1 24 4 3 1 26 1 1 0

合計 91,010 303 208 75 34 19 22 271 48 46 2 295 3 3 0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計 月平均 累計

10年度 11,535 14,274 11,221 6,190 7,855 11,878 62,953 10,492 62,953

11年度 12,947 5,206 13,170 10,070 8,574 12,462 11,641 16,688 7,372 6,473 10,047 6,028 120,678 10,057 183,631

12年度 5,599 6,995 9,022 5,240 11,165 8,594 9,633 11,712 6,232 5,356 8,629 6,874 95,051 7,921 278,682

13年度 6,103 5,466 7,176 8,173 11,703 11,850 12,529 11,602 7,761 4,821 9,965 7,605 104,754 8,730 383,436

14年度 6,245 5,245 6,436 12,861 11,017 10,090 8,448 12,554 7,210 4,635 9,197 7,616 101,554 8,463 484,990

15年度 9,512 6,855 6,927 11,290 7,715 7,815 12,715 20,068 5,112 4,060 13,636 6,406 112,111 9,343 597,101

16年度 7,882 5,071 14,660 13,748 14,406 13,600 13,538 16,666 7,551 6,314 16,372 7,608 137,416 11,451 734,517

17年度 6,535 5,460 10,657 11,931 15,126 12,536 12,761 16,059 5,585 7,877 7,385 5,867 117,779 9,815 852,296

18年度 6,025 4,427 5,561 12,929 4,187 6,719 7,621 13,702 4,551 5,398 8,491 7,101 86,712 7,226 939,008

19年度 10,230 5,464 5,228 9,327 5,662 6,221 9,552 10,133 6,975 3,766 6,993 5,895 85,446 7,121 1,024,454

20年度 5,916 4,403 5,035 6,450 5,259 6,567 8,037 10,526 6,738 3,908 7,423 5,765 76,027 6,336 1,100,481

21年度 4,573 4,749 10,042 8,698 8,473 7,547 9,690 10,575 7,366 4,336 11,330 6,073 93,452 7,788 1,193,933

22年度 5,536 5,267 8,125 10,902 12,085 6,850 8,752 12,776 11,003 4,588 9,935 7,136 102,955 8,580 1,296,888

23年度 7,826 5,642 7,570 7,823 9,295 7,899 11,602 8,830 6,042 4,493 9,221 5,756 91,999 7,667 1,388,887

24年度 4,179 4,616 9,038 6,528 4,858 8,438 6,436 9,378 9,214 3,909 8,131 6,209 80,934 6,745 1,469,821

25年度 3,855 4,184 6,997 6,553 4,849 6,074 9,425 8,593 6,490 4,989 9,136 4,469 75,614 6,301 1,545,435

26年度 4,313 5,815 9,093 9,725 5,617 8,570 7,468 12,776 8,440 6,012 7,873 5,308 91,010 7,584 1,636,445

平均 6,705 5,304 8,421 9,516 8,749 8,865 10,081 12,760 7,345 5,125 9,507 6,682 96,261 8,331

※平成23年度より、ロビー展示利用者のカウント方法の適正化を実施。（各室利用者の1/2とする。）

公民館ホール リハーサル室

利用人数 開館日数

施設利用面では、平成10年10月の開館以来、11年度末までは、月平均1万人の利用者がありました。年
間利用者は、12年度に減少したもの13年度からは10万人台に乗せ、16年度は屋外イベントに関連する利
用と展示系の利用が多く年間で13万人台と過去最高を記録しました。17年10月から、使用料を改定し、
18年度から減少に転じたものの、21年度から新たなロビー展も開催するなど館利用の促進を図り、22年
度に10万人越えの利用者がありました。26年度は、前年度から1万5千4百人程増加し、3年ぶりに9万人台
となりました。要因としては、げいぶん支援事業が前年度6事業から今年度10事業に、ロビー展示が前年
度8展示から今年度14展示に増えたことなどによるものです。

年度別利用者数の推移

催 物 利 用 催 物 利 用催物利用

平成26年度 ゆめホール知床 年次集計表
全 館 文化ホール
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○文化ホール利用内訳

本番 リハーサル 練習利用 仕込み 合計 開館日数 稼働率

Ｈ１０ 58 36 19 7 120 142 84.51%

Ｈ１１ 102 43 86 7 238 308 77.27%

Ｈ１２ 89 37 79 33 238 307 77.52%

Ｈ１３ 84 24 80 22 210 307 68.40%

Ｈ１４ 63 35 80 27 205 309 66.34%

Ｈ１５ 76 31 66 53 226 304 74.34%

Ｈ１６ 71 32 56 47 206 277 74.37%

Ｈ１７ 63 25 40 41 169 303 55.78%

Ｈ１８ 58 25 24 84 191 303 63.04%

Ｈ１９ 50 19 25 83 177 304 58.22%

Ｈ２０ 49 7 50 76 182 304 59.87%

Ｈ２１ 40 9 24 117 190 304 62.50%

Ｈ２２ 40 18 23 140 221 303 72.94%

Ｈ２３ 44 23 24 140 231 304 75.99%

Ｈ２４ 34 17 11 185 247 303 81.52%

Ｈ２５ 32 16 40 136 224 302 74.17%

Ｈ２６ 34 19 22 133 208 303 68.65%

平均 58 24 44 78 205 293 70.32%
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○分館施設利用者人数

（人）

施設名 H23 H24 H25 H26

美咲分館 767 860 726 1,049

川上分館 1,645 1,656 1,276 1,722

峰浜分館(保育所を除く) 793 452 392 396

中斜里分館 5,093 8,215 7,913 6,661

朱円分館(保育所を除く) 837 814 731 368

来運分館 693 634 598 512

三井分館 1,048 601 718 623

越川分館 1,355 1,291 1,198 1,046

以久科分館(保育所を除く) 1,245 1,071 1,164 991

富士分館 232 231 449 273

大栄分館 391 227 406 283

ウトロ分館 22,447 15,088 18,396 18,411

合 計 36,546 31,140 33,967 32,335

公民館分館では、地域の自主企画による公民館講座のほか、老人クラブ、仲良しクラブ、保
育所、会議、葬儀場などに利用されています。

年間利用者数

15



16

７ 26 年度ゆめホール知床推進計画

【上位計画等の状況】

（１）斜里町民憲章

基本理念としての町民憲章を、町民共通の規範として、あらゆる分野でその実現と実践を目指し

ていきます。

（２）斜里町自治基本条例

住みよいまちを築くため、協働・町民参加・情報共有の３つの原則を柱とした自治に関する基本

的なルールを定めた町の最高規範である斜里町自治基本条例に基づいた施策の実施を目指します。

【まちづくりの基本原則】

①情報共有の原則

②町民参加の原則

③協働の原則

（３）第６次斜里町総合計画

まちづくりの基本理念を「みどりと人間の調和を求めて」とし、基本テーマを「幸せを実感でき

る住みよいまちづくり」として、次世代に向かって町が目指すべき姿やまちづくりの方向性を町

民・議会・行政で共有し、一緒に取り組んでいくため、また、斜里町自治基本条例に基づく総合的

かつ計画的な町政運営を図るための計画です。

□ゆめホール知床関連抜粋

≪基本目標≫ 心豊かにつながり学び合うまちをめざす

政策 基本施策 単位施策

地域を支え育てる人材の

育成

生活習慣を育む家庭教育力の

向上

親の育ちを応援する学習機会の

充実

地域教育力の向上

地域を育む社会教育活動

の推進

公民館を活用した生涯学習の

充実

生涯各期に合わせた学習機会の

提供

地域コミュニケーションの推進

芸術文化の支援体制の推進

《斜里町民憲章》

１.元気で働き、みんなで 豊かなまちをつくりましょう

１.きまりを守り、みんなで 明るいまちをつくりましょう

１.親切をつくし、みんなで 平和なまちをつくりましょう

１.自然を愛し、みんなで 美しいまちをつくりましょう

１.文化を高め、みんなで 楽しいまちをつくりましょう

≪計画期間≫平成 26 年度から平成 35 年度

≪基本目標≫

①自然と共に生きることができる住みよいまちをめざす（環境）

②足腰の強い産業をめざす（産業）

③快適なまちをめざす（社会基盤）

④安全安心なくらしをめざす（生活）

⑤いきいきと自分らしく健やかに暮らせるまちをめざす（保健・福祉・医療）

⑥心豊かにつながり学び合うまちをめざす（教育）

⑦町民が主役になって住みよいまちをめざす（自治・行財政）
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（４）基本教育

① 教育目標

② 社会教育目標

（５）生涯学習計画

町民憲章と第６次斜里町総合計画の「みどりと人間の調和をもとめて」を基本理念に、「教育目標」、

「学校教育目標」、「社会教育目標」を基本目標として、斜里町全体の生涯学習施策のための「総合

指針・総合調整」としての性格と、町民や社会教育関係団体の主催的な学習活動を奨励する性格を

もった計画です。

（平成 26～30 年度までの評価策定）

１.知性をみがき 明るい未来をひらく人に

１.自然を愛し 豊かな郷土をつくる人に

１.仕事にはげみ 進んでくらしを高める人に

１.生命を尊び たくましく心身をきたえる人に

・主体的に学び 生きがいのある 生活をめざす人に

・ふれ合いを深め 個性豊かな 文化を創る人に

・自然に誇りをもち 明るく豊かな まちをつくる人に

・自然やスポーツに親しむ 健全な 心身を育む人に
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【平成 26年度公民館総合目標】

公民館として、生涯学習の機会提供及び情報発信をするとともに、住民ニーズに限らず、地域課題・

年齢領域別課題の把握に努め解決を目指す。

住みよい文化的な郷土づくりに向けて、生涯学習計画に基づき学習機会の提供や人材育成に貢献す

る事業展開を実施するとともに、生涯学習の拠点施設として多くの町民に利用される、親しみやすい

環境を整えた公民館を目指す。

《総務部門の業務について》

（１）総務部門の課題

① 町民のための利用しやすい公民館

ア 複雑多岐にわたる利用希望に対し、適切な対応が求められており、これらへの受付業務を

一元的に管理することにより、利用者の立場に立った迅速な受付対応をめざす。

イ 使用料の徴収についても受付業務同様に正確で迅速な対応をめざす。

② 舞台業務の職員対応

舞台業務の実施にあたって、職員の時間外勤務縮減による制限、専門的知識、技術の維持等

に対しての制約が生じているが、舞台業務受託会社職員との連携を築くとともに、舞台業務受

託会社との内容調整を行い、職員の舞台研修機会を確保しながら、舞台技術水準の維持とスキ

ルアップをめざす。

③ 効率的な事務

窓口的業務と団体対応業務、事務的業務と施設管理業務等が錯綜し、集中的な事務遂行が困

難になる場合が少なくないが、事務事業の評価調書の利用と推進計画の評価を行うことにより、

効率的な施設運営と業務遂行をめざす。

（２）重点活動

① 利用しやすい公民館づくり

利用(希望)者の要望を的確にとらえるとともに、明るく迅速な対応を行うことにより、町民

のための公民館としての機能が十分発揮されるよう対応する。

ア おじろ通信・町広報紙・友の会通信・ゆめホールだより・ホームページ等を活用し情報提

供に努める。

イ 関係機関・職種等との連携により情報の発信と把握に努める。

ウ わかりやすい親切な対応に努める。

② 舞台技術の継続的な維持と教育普及活動の実施

舞台業務受託会社職員による対応をホールのみに限らず、直接利用者と接し相談・企画段階

から共に築きあげることにより、町民の文化芸術活動の向上や舞台技術の理解を図る。

ア 舞台業務受託会社との連携を図る。

イ 舞台打合せの早期実施による利用者の企画力向上を援助する。

ウ 専門的な舞台運用技術の維持を委託会社により実施する。
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エ 舞台技術講座を通し知識の習得の場を提供する。

オ 舞台に関する業務管理を総括する。

③ 施設整備の推進

本館の建物設備、空調衛生設備、舞台機構等について、優先順位を明確にした中長期の修繕

計画を策定する。

各分館の外壁等の補修を年度ごとに計画し、分館の管理を委託している地域と協議しながら

小破修繕を行い、安全な施設管理に努める。

ア 公共施設整備計画に基づく施設の管理

イ 各分館の小破修繕

④ 効率的な施設運営と事業実施

行政全体で取り組んでいる事務事業評価等と並行して、利用者の立場に立った事務事業の見

直しや廃止を行うとともに、必要に応じて新規事業の企画立案を積極的に行う。

ア 事務事業評価により、次年度計画を進めるとともに、新年度予算に反映に努める。

イ 広い視野と専門性を持った職員を育成する。

《公民館活動部門の業務について》

（１）公民館活動部門の課題

① 子どもたちの成長に関する課題

子どもたちの豊かな成長にとって「家庭」「学校」「地域」の三者の輪が上手く結合すること

が必要である。地域としての役割は関係機関との連携により、子ども向け講座を実施

② 高齢期の学習活動への対応

高齢期の学習活動として「生きがい大学」を S48 から（ウトロ校は H14 から）開設している

近年「団塊の世代」を中心とした比較的学習意欲の高い高齢者層の要望とのギャップが生じて

おり、多様な高齢者層への対応が課題となっている。

また「健康づくり学習」に関しては、介護予防重視に力点を移しており、老人クラブ・地域

支援センターとの連携した活動が求められる。

③ ウトロ地区での公民館活動の展開

ウトロ地区については独自の事業展開が必要なことから、ウトロの社会教育指導員を中心と

し講座を展開している。今年度も、地域と連携した子ども向け講座を展開する。

④ 分館における講座の展開

１２分館（ウトロ含む）において、地域住民の自由で自発的な学習計画により、通年講座の

開設が出来るよう、分館長及び主事との連携を図り内容の充実を図る。

（２）重点活動

① 子どもたちの豊かな成長を目指して

子ども芸術・文化講座を団体・関係機関・町民サークルと連携し、子どもたちに多様な体験・

文化芸術活動の充実を図り、あわせて幼児（子育て中の親子含む）に対しての学習と交流の場

の機会を提供することで生涯学習の振興を図る。
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② 高齢期の学習形態の整備

ア 生きがい大学での学習活動を基盤としながら、新しく高齢期を迎える層に魅力的な「専門

的」学習機会の提供と、生きがい大学のあり方についての検討を進めていく。

イ 昨年度に引き続き、町保健福祉課・老人クラブと協働し、健康づくり等に関する学習活動

の普及に努める。

③ 分館における講座に対し、情報の提供や実施に向け支援体制の充実を図る。

《芸術文化活動部門の業務について》

（１）芸術文化部門の課題

① 自主企画事業の展開・芸術文化人口の拡大

ア ゆめホール主催公演事業を鑑賞機会提供型から、講座・ワークショップなどを含めた、芸

術文化普及のための鑑賞公演を中心とした事業展開に努める。各種助成事業を活用しながら、

多様なニーズを把握し文化人口の拡大に努める。

イ 公演事業の観客が固定化しないよう、引き続き幅広い年齢層が、幅広いジャンルにわたっ

て親しみやすい芸術文化に触れる環境を整備していく必要がある。

② 町民が行う芸術文化事業への支援

町民による鑑賞型事業の充実を図るため、げいぶん支援事業として引き続き支援する。

（２）重点活動

① 自主企画事業の実施

館による企画や制作性を盛り込んだオリジナル事業を展開し、幅広い年齢層が芸術文化に触

れる事業を推進する。

ア 公演事業での鑑賞提供の他に、講座・ワークショップなど学校・福祉施設等へのアウトリ

ーチを展開する。

イ 小学校芸術鑑賞事業、中学校芸術鑑賞事業等、学校対象の事業を通し、青少年の鑑賞機会

拡充を継続する。

ウ 他機関との連携を図り、様々な事業を取り入れながら、新たな客層作りを行う。

エ 芸術文化講座など普及活動に重点をおいた事業実施により底辺づくりを行う。

オ ゆめホール知床のサポーター的存在である友の会、ホールボランティアサークル「猫の手」

の活性化に取り組む。

② 町民が行う文化芸術事業への支援

町民が自ら企画・制作する事業など、町民が主体となって招聘する公演事業を支援すること

により、幅広い文化・芸術活動の推進を図る。

ア 芸術文化事業協会をとおした事業支援（助成）を継続する。

イ ゆめホール知床で入手する文化芸術に係る情報の提供に努める。

ウ 小規模団体・サークルの発表機会を提供するため、ホワイエコンサートの開催、町民企画

を促進する。



1 議会（常任委・本会議）対応 定例会、臨時会、常任委員会等に対応する。

2 教育委員会議 定例会、臨時会に議案等対応。

3 分館長・主事会議（12館）
年２回開催。1回目、辞令交付、施設運営・管理について。
2回目、冬に向けての施設管理、分館講座について。

4 政策開発調整会議 会議出席と案件の計画的処理

5 部内課長連絡調整会議 他館・課との連絡調整

6 館内職員連絡調整会議
水曜午前9時定例化
館職員全員による日程調整、課題･企画案協議

7 ゆめホール知床26年度推進計画 公運審に報告、定期的検証（生涯学習計画推進）

8 ゆめホール知床27年度推進計画 新規事業の年度内計画、全体を年度内作成。

9 施設改修計画
本館、分館施設の改修整備計画を随時、見直し修正、予算
化。

機
関

10 公民館運営審議会
10月に委嘱・推進計画、3月までに予算及び次年度事業等を審
議。

11 パソコンなどの一括管理 館内のネットワーク・情報セキュリティーなどの管理。

12 来館者受付業務 受付、確認、調整、使用料徴収、館利用者からの意見反映。

13 舞台利用受付業務
受付、確認、調整、使用料徴収、早期の舞台打合せの実施、
原則２週間前の周知方法を検討。

14 管理・清掃委託業務 清掃（日常、特別）、夜間管理、機械警備の実施。

15 公民館ホ－ル・リハ室WAX 木質系床年３回実施

16 各室・廊下WAX 年２回実施

17 舞台技術委託業務
常駐２名体制及び臨時派遣業務。12月議会で債務負担行為予
定。

18 施設利用取扱規定の検討
貸出、利用方法、運営方法の規定について検討。
使用料徴収方法の検討。受付事例の蓄積とマニュアル化の検
討。

19 定期利用受付 定期利用受付（8月・2月）

区分 №

平成26年度 公民館推進計画【総務部門】

項 目(事業)

議
決
・
協
議

管
理
・
運
営

政
策
・
連
絡
・
計
画

実 施 内 容
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臨時
27

定例
18～19

定例
17～18

臨時
26

定例
17･19･
22

臨時
6

定例
3～6･9

菊池 馬場

①
22

②
28

③
25

④
23

⑤
27

⑥
30

⑦
29

⑧
19

⑨
11

⑩
21

⑪
20

⑫
27

菊池 馬場

①9 ②27 菊池 馬場

①
1

②
4

③･④
17･26

菊池

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 馬場

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 馬場

策定 推進 → → → → 報告 → → → → → 菊池 全員

課題
集約

予算化 → →
策定
準備

菊池 全員

課題
集約

予算化 → → 策定 菊池 馬場

①
17

②
27

菊池 馬場

随時 → → → → → → → → → → → 馬場 笠谷

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 全員

随時 → → → → → → → → → → → 馬場 成田

馬場 藤盛

①18
②9
・10

③27
・28

藤盛 成田

①9
・10

②27
・28

藤盛 成田

馬場 成田

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 馬場

5 6 馬場 成田

4

東京美装北海道（株）斜里出長所による債務負担行為1年目

Ｐ＆Ｌ企画による債務負担行為3年目

1 27 3 担当9 副担当10 11 125 6 8

22



区分 № 項 目(事業) 実 施 内 容

20 利用統計
利用（月次、年次）統計の作成
使用料統計の作成

21 各分館施設補修・備品整備
峰浜屋根張替。計画性をもって、随時補修整備。
防火対象物点検（以久科・川上・朱円・中斜里分館）

22 本館改修工事 冷温水発生機チューブ洗浄

23 分館予算要望
予算の範囲内で実施。積み残しを優先しながら計画を立て
る。

24 連絡車整備・運用管理 車両の適切な使用と管理

25 各種設備保守委託
ピアノ、環境衛生、給排水衛生設備、排煙装置、舞台照明、
舞台機構、舞台音響の保守点検

26 ぴらが施設維持管理 必要最小限の維持管理

27 設備運転のﾏﾆｭｱﾙ化の検討
マニュアル化する操作項目を検討しファイリングにより実
施。

28 消防避難訓練 年２回の避難訓練の実施と、防火対象物点検実施。

新 災害対応対策
防災マニュアルの作成・整備を行い、災害時の避難所対応の
他、地震・火災等本番時を想定した避難訓練の検討・実施。

29 予算管理 各事業ごとの執行状況の適正な把握

30 予算執行 財務ｼｽﾃﾑによる調書、積算書に基づく予算執行、点検を実施

31 監査 資料の作成、決算審査、決算審査特別委員会の対応

32 現金収納、管理 日常管理と会計課との現金引継の適正化。内部監査実施。

33 舞台技術講座
ホール職員の舞台技術の向上、基礎的な技術の講習会への参
加

34 網走ブロック広域事業
網走ブロック広域事業（当番：網走東部地区ＰＴＡ連合研究
大会（ＰＴＡ連合会主管）／会議・各研修会参加

35 管内公民館職員委員研修会 公民館職員会議、研修会への参加

36 「館報」作成 「館報2013」発行 現年度版と資料編に分け作成をする。

37
ゆめホール知床ホームページの運用、
管理

各担当者によりタイムリーな情報発信を図る。Eメール等を活
用した情報提供の検討・実施。

38 対外情報紙「ゆめホールだより」発行
月上旬の発行。送付先41 メール配信への切り替え、HPの充
実を図り町民向けにも情報発信する。

39
教育委員会広報「おじろ通信」ゆめ
ホール分編集

おじろ通信（ゆめホール分）の作成（イラストレーター）

40 「おじろ通信ウトロ版」発行 地域生涯学習広報として継続発行し内容充実に努める。

広
報
・
出
版

経
理
・
監
査

研
修

管
理
・
運
営
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4 1 27 3 担当9 副担当10 11 125 6 8

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 武山

随時 → → → → → → → → → → → 藤盛 成田

3～8 藤盛 馬場

実施
要望

→ → → → → → 集約
積算
要求

→ → → 藤盛 成田

随時 → → → → → → → → → → → 笠谷 馬場

契約 点検 → → → → → → → → → → 馬場 藤盛

冬季
閉鎖

利用
開始

→ → → → → → →
冬季
閉鎖

→ → 菊池 成田

検討 → → → → 実施 → → → → → → 藤盛 成田

①29 ②10 馬場 菊池

15・16 2・3 馬場 菊池

随時 → → → → → → → → → → → 馬場 菊池

出納
閉鎖

→ → → → → → →
次年度
積算

実行
予算

→ 点検 馬場 菊池

点検 →
資料
作成

決算
審査

定期
監査

決算
特別

点検 馬場 菊池

随時 → → → → → → → → → → → 馬場 武山

馬場 全員

研修会
①

研修会
②

研修会③
研修会

④
研修会

⑤
研修会

⑥
笠谷 馬場

随時
支部総会

21
道研修会

4

道公民館
大会
23･24

管内

研修会

20
菊池 馬場

作成 発行 菊池 武山

随時
更新

→ → → → → → → → → → → 馬場 全員

発行 → → → → → → → → → → → 高木 菊池

発行 → → → → → → → → → → → 高木 馬場

発行 → → → → → → → → → → → 山口 馬場
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平成26年度 公民館推進計画【公民館活動部門】

1 生きがい大学運営・集合学習
「楽しく生きていくための発見を増やす」テーマに、地域の「衣食
住」に関する過去の振り返りや新しい取り組みについて学習を実施
する。

2 生きがい大学あり方検討
学生の減少等も含めた今後の方向性を来年度予算編成に反映させて
いく。

3 生きがい大学ウトロ校
“一緒に笑いましょう”をテーマに、各関係機関と連携して講座を
進める。毎回の終了時に童謡を歌う。

4 生きがい大学自治会 生きがい大学の各行事運営協力。

5 成人式
主催・来賓挨拶。新成人2名・父母からそれぞれ挨拶。サックスコ
ンサート。町民から、恩師からのお祝いメッセージスライド、卒業
アルバムスライドのほか、思い出に残る式典作りを行う。

6 マイプラン・マイスタディ事業 団体・サークルの学習等、様々な形での学習支援に活用。

7 生きがい大学公民館課程
終盤の人生をどのような心構え、気持ちの持ち方で過ごすことがよ
りよく生きることになるかを考えてもらう。聞きっぱなしにならな
いよう、学生の思いを引き出す方法で進める。

8
公民館講座
「朗読講座」

文化財団「アドバイザー派遣事業」を活用し、元アナウンサー安藤
千鶴子さんを招いた、朗読講座を実施。昼・夜コースを２週続けて
実施。朗読を基に腹式呼吸、発声練習を行った。テキストを活用し
表情、心を込めた話し方を学んだ。

9
公民館講座｢青年団体の取り組みとまちづく
りについて」

漁協・農協等の青年団体の代表を集め、各団体の活動内容の報告か
ら、それぞれの課題や、まちづくりに対する思いを話し合う機会を
つくる。

新 子育てエンジョイ講座
子育て支援センターと連携し、育児中の母子を対象とした講座を実
施する。

新 ゆめ広場
夏休み中の午後に普段体験する機会の少ない「流しそうめん」「凧
揚げ」を行うことで、道具の使い方や協力しながら作業を行うこと
での連帯感を学ぶ機会として進める。

10 児童向け講座（ゆめクラブ）
7テーマ×3講座程度を予定。子どもたちの生活環境や地域素材の中
から講座テーマを設定して行う。

11
ウトロ地区
児童向け講座（ゆめコミュ）

子どもたちの生活環境の中から地域に即した物を、地域住民と協力
して、連続講座４テーマ、単発講座１テーマを実施する予定。

12 公民館分館講座
各分館と連携して講座を実施。分館活動の推進に向けた「出前講
座」の検討・実施。

13 ウトロ分館講座
地域住民の“やってみたい”意見を参考に、漁業、観光業等地域の
繁忙期を避けて講座を計画実施する。

14 老人クラブ連合会
「健康づくり活動」「町内交流研修会」のほか、パークゴルフ・ス
ロットボールなどの軽スポーツ交流会の実施。ブロック研修会を当
番町として開催。

15 単位老人クラブ 「健康づくり」事業を継続して普及

活
動
・
援
助

区 分 № 項 目(事業) 実 施 内 容

事
業

講
座
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①10②
17③24

④8⑤15
⑥29

⑦5
⑧12

⑨3⑩17
⑪31

⑫7
⑬4⑭11
⑮18

⑯16⑰
23⑱30

⑲6
⑳13

26 成田 馬場

検討会
議

→ → → 菊池
成田
馬場

①23 ②21 ③11
④17
⑤30

⑥20 ⑦10
⑧15
⑨30

⑩12
⑪上旬
⑫17

⑬14
⑭4
⑮26

山口 成田

総会
18

修学
旅行

文集 → 成田 馬場

検討 → → →
実施
起案

広報
周知

案内
発送

12 笠谷 馬場

受付
周知

①23 ②24 笠谷 菊池

①17
②15
③29

④12 ⑤3 ⑥7
⑦4
⑧18

⑨16 ⑩13 高木 成田

23・24
・30
・31

笠谷 全員

25 馬場 菊池

①26 ②17 ③21 ④25 ⑤23 ⑥13 ⑦11 ⑧22 ⑨5 ⑩12 笠谷 馬場

①29②
30③31

④5⑤6
⑥7

馬場 笠谷

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 高木 武山

Ｐ1 P2 P3 P4 P5 P6 山口 馬場

通年 → → → → → →
分館
会議

実施 → → → 成田 馬場

随時
計画

布ぞう
り

フラ
ガール

スキー
マッ

サージ
山口 成田

総会
25

助成
事務

→
BL研修
会5～10

ﾊﾟｰｸｺﾞﾙ
ﾌ12

網走地
区研修
会9

ｽﾛｯﾄ
ﾎﾞｰﾙ11

町内
研修4

役員
研修24

笠谷 成田

通年
実施

→ → → → → → → → → → → 笠谷 成田

4 5 1 担当 副担当6 7 8 12 329 10 11
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平成26年度 公民館推進計画【芸術文化部門】

1
子ども向け芸術文化講座
「川上小ダンスワークショップ」

ダンサーの近藤良平氏を川上小学校に派遣し、全校生徒でダンス
による身体の使い方と簡単な動きを取り入れた創作ダンスを踊っ
た。

2
子ども向け芸術文化講座
「BLACK BOTTOM BRASS BAND 吹奏楽ワーク
ショップ」

BLACK BOTTOM BRASS BANDのヤッシー（tb）とセイヤ（pr）によ
る、町内吹奏楽部の技術指導を行う。

3
芸術文化講座
「近藤良平ダンスワークショップ」

ダンサーの近藤良平氏を招聘し、身体の使い方と簡単な動きを取
り入れた創作ダンスを踊った。

4
芸術文化講座
「バルーンアートワークショップ」

ジャグリングパフォーマーKuroさんによる、バルーンアートの講
座。バルーンの基本的な扱い方から、応用した作品づくりを行っ
た。

5
芸術文化講座
「アート体感教室」

文化財団「アート体感教室」採択。写真家の石川直樹氏のワーク
ショップを朱円小学校全校児童対象に実施。学校内での展示とゆ
めホールでのロビー展を行った。

6
ゆめホールサポート事業
「文化連盟育てる事業」

文化連盟加盟団体による育成事業をサポートしていく。
ぶんれん文化祭に出演・出展できるよう対応。

7 ホワイエコンサート
ロビー・ホワイエの有効的な活用を図るため、サークル等への声
かけを実施し、上演をサポート。

8 町民企画展の実施
空期間を利用した主催展の検討。
第６回ひとゆめ展の開催

9
小学校鑑賞機会提供事業
斜里町小劇場公演

6/18劇団プーク人形劇（低学年）。8/26劇団四季こころの劇場
（高学年）をゆめホールにて開催。

10
小学校鑑賞機会提供事業
スクールコンサート

10/2～3 リコーダーアンサンブル「アクアレーラ」が全6校を巡回
して公演する。

11
鑑賞機会提供事業
中学校芸術鑑賞事業

10/2「アステリズム」（音楽公演）の開催。

12
鑑賞機会提供事業
「白ÅJAPAN TOUR2014」

6/29「白Å」（パフォーミングアーツ）の公演。最新技術である
プロジェクションマッピングや3D、レーザー等の映像と、ダン
ス・音楽を融合させた、新しいエンターテイメント。

13
鑑賞機会提供事業
宝くじ文化公演「見知らぬ女の手紙」

8/30 パルコプロデュース「見知らぬ女の手紙」（演劇公演）

14
鑑賞機会提供事業
「アステリズムコンサート」

中学校公演後、公民館ホールでコンサート実施。ホールを横使い
にし、ホール内にアルコールを含めた喫茶を設置した。

15 鑑賞機会提供事業「映画上映会」
6/12「そして父になる」・3/28「怪盗グルーのミニオン危機一
発」の２回上映を実施

講
座

区分 № 実 施 内 容項 目(事業)

事
業

27



9 馬場 全員

30・31 馬場 全員

9 馬場 全員

19・20 馬場 全員

14～15 馬場 全員

実施
実施・
発表

笠谷 全員

馬場 菊池

随時 → → → → → → → → → →
ひとゆめ展

実施 成田 全員

会議1 18 26 会議2 高木 全員

→ → → → 2・3 高木 全員

2 笠谷 全員

29 馬場 全員

30 笠谷 全員

2 笠谷 全員

①12 ②28
藤盛
成田

全員

1104 5 6 担当 副担当12 29 37 118
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平成26年度 公民館推進計画【芸術文化部門】

区分 № 実 施 内 容項 目(事業)

16
鑑賞機会提供事業
「NHK民謡をたずねて」

11/29 NHK公開録音「民謡をたずねて」

17
鑑賞機会提供事業
「子ども芸術フェスティバル」

子ども芸術フェスティバル第14回の実施。実行委員会主体による
企画と実施。「グッドトイ」予定。

助
成

18 げいぶん支援事業 自主企画公演に助成予定。事業進捗状況により、助成金支出。

19 芸術文化事業協会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとしての理事会出席と情報提供。

20 斜里町文化連盟
文化活動の中心的組織との連携。理事会への出席と情報提供。
助成金による活動支援。

21 友の会事務

会費・会員名簿の管理、会員特典の実施。友の会会員無料公演は
中止（ただし安価な公演があれば実施を検討する）
7/6 中標津歌舞伎公演バスツアー実施。
11/2 「淑女のロマンス」中標津公演バスツアー実施

22 友の会通信発行
月1回通信を発行する。公演関係はホール内外の情報を提供し芸術
文化を楽しんでもらう。団体や行事の様子も伝え、ゆめホールへ
の興味関心を高めてもらう。

23 ﾎｰﾙﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ猫の手援助
ホールに対するオモテ方ボランティアの受口。猫の手の自主的活
動を促し、独自活動の充実をめざす。

24 財団法人地域創造 助成事業の的確な申請検討

25 全国公立文化施設協議会 助成事業の的確な申請検討

26 北海道文化財団
アートシアター鑑賞事業・アドバイザー派遣事業・アート体感教
室を実施。情報フェアやネットワーク会議に参加した。

27 ｼｱﾀｰﾈｯﾄかんげき 助成事業の的確な申請検討、情報交換、ｼｱﾀｰﾈｯﾄ例会への出席。

28 オホーツク文化事業ネットワーク会議 情報交換、事業連携協議

29 教育局生涯学習課社会教育係 情報交換、事業連携協議

30 支庁環境生活課道民生活係 情報交換、事業連携協議、オホーツク文化情報のHP掲載等

基
金

31 芸術文化振興基金受付
基金PR
基金受入、積立

そ
の
他

32 アンケート結果対応 集計と運営への反映・改善

関
係

機
関

団
体

関
係

機
関

事
業

29



1104 5 6 担当 副担当12 29 37 118

29 笠谷 全員

検討・
準備

→ → → → → → → → → 17～22 成田 馬場

助成
事務①

助成
事務②

助成
事務③

馬場 笠谷

随時 → → → → → → → → → → → 菊池 馬場

随時
助成

事務①
随時 → → → → → → → → → 笠谷 馬場

→ → → 6 → → → 2 → → → → 高木 笠谷

随時 → → → → → → → → → → → 高木 武山

例会①
30

公演
12・29

例会②8
公演30

例会③
24

公演2 公演29
例会④1
公演28

笠谷 菊池

随時 馬場 菊池

随時 馬場 菊池

情報
フェア

10

ネット
ワーク

26

事業申
請

馬場 菊池

総会18
札幌

臨時総
会13大

空

企画調
査12～
15東京

定例会
10札幌

定例会
26北見

定例会
26札幌

定例会
25美唄

馬場 菊池

総会26
北見

会議28
網走

会議11
北見

菊池 馬場

随時 菊池 馬場

随時 菊池 馬場

随時 菊池 馬場

随時 菊池 馬場

30



31

８ 広報活動

（１）定期的な発行物

名称 発行状況 発行回数 配布先 備考

1
生涯学習広報「おじろ通信」

（公民館分 2 ページ）
毎月１日発行 12 町内全戸 5,050 部

2
生涯学習「おじろ通信」

（ウトロ版 4 ページ）
毎月１日発行 12 ウトロ全戸 420 部

3
「ゆめホールだより」

182～193
毎月１日発行 12

関連市町村、館、
ホール、個人、他 50 部

4
友の会通信

180～191
月１回 12 友の会会員 150 部

（２）ホームページ

教育委員会 http://www.town.shari.hokkaido.jp/kyouikuiinkai/kyouiku-top.html

ゆめホール知床 http://www.town.shari.hokkaido.jp/05institution/10kyouiku_bunka/2012

-0414-1533-66yumetop.html

（３）プレイガイド

尾張屋楽器店・フォト未来・ウトロ支所 など

●ゆめホール知床 主催事業チラシ



32

Ⅱ 事業

１ 社会教育事業

高齢者学級「生きがい大学」の集合学習、全体調整を社会教育事業として行っている。合

わせて、高齢者学級の地域版として「生きがい大学ウトロ校」を開設している。その他の年

齢領域では成人式を青年期向けの事業として行っている。

（１）生きがい大学

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 高齢者学級

在校生 104 名

（内新入生 11 名）

入学式・始業式

自治会班別会議

4/10（木）

10：00

～14：30

出席者：109 名（内ウトロ校 15 名）

午前：入学・始業式

午後：自治会班別会議

2 自治会総会

専門課程①

4/17（木）

10：00

～14：30

出席者：87 名

午前：自治会総会

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

3 集合学習①

クラブ活動①

4/24（木）

10：00

～14：30

出席者：90 名

午前：「交通安全と地域の防犯につい

て」

午後：各クラブ活動

4 集合学習②

クラブ活動②

5/8（木）

10：00

～14：30

出席者：84 名

午前：「エゾシカファームの取り組み」

午後：各クラブ活動

5 専門課程②

クラブ活動③

5/15（木）

10：00

～14：30

出席者：89 名

午前：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

6 集合学習③

専門課程③

5/29（木）

10：00

～14：30

出席者：89 名

午前：「越川橋梁調査について」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

7 集合学習④

クラブ活動④

6/5（木）

10：00

～14：30

出席者：87 名

午前：「水産加工業の現状と食育」

午後：各クラブ活動

8 映画会

専門課程④

6/12（木）

9：45

～14：30

出席者：90 名

映画会「そして父になる」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

9 専門課程⑤

クラブ活動⑤

7/3（木）

10：00

～14：30

出席者：101 名

午前：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

10 若返りの集い

（運動会）

7/17（木）

10：00

～14：00

社会福祉協議会 健康増進センター

出席者：97 名（内ウトロ校 14 名）

優勝 1班、準優勝 2班、3位 5班

11 集合学習⑤

クラブ活動⑥

7/31（木）

10：00

～14：30

出席者：89 名

午前：「終活について」

午後：各クラブ活動
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12 専門課程⑥

クラブ活動⑦

8/7（木）

10：00

～14：30

出席者：91 名

午前：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

午後：各クラブ活動

13 集合学習⑥

専門課程⑦

9/4（木）

10：00

～14：30

出席者：80 名

午前：「ふらっとナイトについて」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

14 集合学習⑦

クラブ活動⑧

9/11（木）

10：00

～14：30

出席者：81 名

午前：「ソバっていいね」

午後：各クラブ活動

15 集合学習⑧

専門課程⑧

9/18（木）

10：00

～14：30

出席者：74 名

午前：「辻村達生 講演＆ライブ」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

16 修学旅行 9/25（木）

～26（金）

参加者：26 名（内ウトロ校 5名）

北見市：北網圏文化センター・山の水

族館

置戸町：鹿の子ダム・オケクラフト

網走市：能取湖サンゴ草群落

17 集合学習⑨

専門課程⑨

10/16（木）

10：00

～14：30

出席者：76 名

午前：「今の生活続けよう！」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

18 集合学習⑩

クラブ活動⑨

10/23（木）

10：00

～14：30

出席者：88 名

午前：「歌で元気になる講座」

午後：各クラブ活動

19 生きがい大学祭

（発表会）

10/30（木）

10：00

～14：30

出席者：109 名（内ウトロ校 15 名）

舞台発表 23 演目(3 ｸﾗﾌﾞ・2 団体・

2個人 延べ 73 名)

作品展示 152 点(36 名)

20 集合学習⑪

クラブ活動⑩

11/6（木）

10：00

～14：30

出席者：84 名

午前：「元気になるファッション」

午後：クラブ活動

21 集合学習⑫

専門課程⑩

11/13（木）

10：00

～14：30

出席者：83 名

午前：「体験発表・ホームルーム」

午後：海洋センター、博物館、図書館、

公民館の専門課程

22 卒業・修了式 2/26（木）

10：00

～11：30

出席者：91 名（内ウトロ校 14 名）

午前：卒業修了式・

（２）生きがい大学ウトロ校

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 高齢者学級
在校生 22 名
（内新入生 5名）

入学式 4/10（木）
10:00
～12:00

出席者 15 名
「入学式」
（ゆめホール知床）

2 オリエンテーション 4/23（水）
10:00
～12:00

出席者 18 名
「年間の計画」と「頭の体操・画用紙と
ハサミで栞作り」
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3 公民館講座① 5/21（水）
10:00
～12:00

出席者 18 名
「楽しく体操１」

4 遠足 5/28（水）
9:30～16：00

出席者 16 名
「東藻琴芝桜公園とバター作り体験」

5 映画鑑賞 6/11（水）
10:00
～12：00

出席者 17 名
「そして父になる」

6 若返りの集い 7/17（水）
9:00
～14:40

出席者 14 名
斜里校と合同運動会
（斜里町健康増進センター）

7 公民館講座② 7/30（水）
13:00
～15:00

出席者 14 名
「楽しく体操２」

8 公民館講座③ 8/20（水）
10:00
～12：00

出席者 10 名
「絵を描いてみましょう・デッサン」

9 図書館講座 9/10（水）
10：00
～12：00

出席者 10 名
「絵本のカバーでエコバッグ作り」

10 公民館講座④ 10/15（水）
10：00
～14：00

出席者 14 名
「大学祭に向けて１」

11 親睦会 10/17(金)
9：30～12：00

出席者 14 名
「パークゴルフ大会」

12 公民館講座⑤ 10/22（水）
10:00
～12:00

出席者 13 名
「大学祭に向けて２」

13 大学祭 10/30(木)
8：30
～15:00

出席者 15 名
「生きがい大学祭」

14 博物館講座 11/12（水）
10：00
～12:00

出席者 16 名
「チャシコツ遺跡について」

15 学校訪問 12/5（金）
9:00
～11:00

出席者 9名
「ウトロ商店街」体験

16 海洋センター講座① 1/14（水）
10:00
～12:00

出席者 11 名
「楽しく体を動かす１」

17 海洋センター講座② 2/4（水）
10:00
～12:00

出席者 11 名
「楽しく体を動かす２」

18 卒業式 2/26（木）
8:30
～12:30

出席者 14 名
「生きがい大学卒業・修了式」
（ゆめホール知床）
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（３）成人式

№ 区分 事業名 期日 実施結果

1 式典 平成 27 年

斜里町成人式

1/11（日）

11:30

～14:40

出席者 新成人 88 名

男性 50 名 女性 38 名

出席率 75.8％（対象者 116 名）

来賓、一般 117 名

・ サックスアンサンブルコンサート

・ 国歌斉唱

・ 町民憲章唱和

・ 式辞

・ 祝辞

・ 祝電

・ ２０メモリーズ

祝福の言葉（家族より）

卒業アルバムスライド上映

新成人へのお祝いメッセージ

感謝の手紙（新成人より）

・ 励ましの言葉

・ 記念撮影

・ ロビー展示（斜里町の取り組み）

（４）生涯学習支援

マイプラン・マイスタディ事業

13年度から町民サークルが自主的に行う学習活動に対し資金的な支援を行う制度として

開始したもので、既に町助成金を受けている団体や、その直接的な傘下にある団体は受け

ることができない。また、サークルが当事業の助成を受ける事が出来るのは１回限りであ

り、小規模サークルで、これから活動を始める段階の支援策として行っている。

№ 事業名／グループ名 実施日／会場 講 師
参加

数
概要 支援金額

1 「フセンセミナー」

＊フセン愛好会

2014/9/23（火）
12：30～15：30

ゆめホール知床
実習室１

駿井 麻里 27 名 フセンを使った時間管理や
頭の中の整理ワーク

支援額：
20,000 円

2 「ハンドメイド講
座」

＊ハンドメイドサー
クル

2015/2/24 日（火）
10：00～13：30

ゆめホール知床
実習室１

熊坂 千晴 7名 ハンドメイド雑貨の作り方
を学ぶ

支援額：
20,000 円

合 計 34 名 予 算 200,000 円
執 行

40,000 円
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２ 講座

（１）本館講座

一般向けとして「朗読講座」と「青年団体の取り組みとまちづくりについて」を開催

し、夏休みの子ども向けに「ゆめ広場」を実施した。

新規事業として、子育て中の親子を対象に、託児所を用意した「子育てエンジョイ講

座」を 10講座実施した。小学生向けの体験型連続講座「ゆめクラブ」は７パート 19講

座を実施し、高齢者向け講座としては「生きがい大学公民館課程」に取り組んだ。

① 本館講座

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 一般向け講座 朗読で「心に届く話こ

とば」を

7/23（水）①

7/24（木）②

7/30（水）①

7/31（木）②

① 18： 30

～21：00

②9：30～

12：00

参加者：延べ 39 名

講師：安藤千鶴子

発声練習、腹式呼吸、表情のコツを指導。

一人ずつテキストを読み上げ、間の取り

方、転調、強弱、感情の込め方などの指

導を行った。

2 子ども向け講座 「ゆめ広場・夏休みバ

ージョン」

①7/29～31

②8/5～7

7/29（火）～

7/31（木）

8/5（火）～

8/7（木）

各日 13：00

～15：00

①「流しそうめんをやってみよう」

参加者：延べ 57 名

戸井と箸を一から作成し、最後にそう

めんを流して参加者で食べた。

②「凧あげをしてみよう」

参加者：延べ 14 名

ぐにゃぐにゃ凧と連凧を作成し、凧あ

げを楽しんだ。

3 一般向け講座 「青年団体の取り組

みとまちづくりにつ

いて」

3/25(水)

18：30

～20：00

参加団体：斜里第一漁協青年部・ウトロ

漁協青年部・斜里町農協青年部・斜里町

商工青年部・斜里青年会議所

5団体 16 名

コーディネーター：門間哲也

各団体から活動状況等の説明後、これ

からのまちづくりについての意見を出

しあった。

②子育てエンジョイ講座

№ 講座名 期日 実施結果

1 可愛いプリザーブドフラワ

ーづくり

6/26 （ 木 ）

10：00～

11：30

参加者：7名、託児：7名、保育士：6名

講師：武藤香苗

「スイーツ」をイメージした作品を制作した。生け花、

観葉植物、庭木の手入れの方法を学んだ。

2 夏！お祭りに向けて！親子

で浴衣着付け講座

7/17(木)

10：00～

11：30

参加者：7名、託児：4名、保育士：3名

講師：渡辺ケイ子

着付けの基本、帯の結び方、変則的な結び方や畳み方も

学んだ。

3 大きな声で歌って♪心も体

もスッキリ！ゴスペル体験

講座

8/21(木)

10：00～

11：30

参加者：大人 14 名、子ども 6名、託児：9名、

保育士 5名

講師：戎居りつ子

ゴスペルの起源などの説明、準備運動、腹式呼吸、発声

練習を行い、実際に全体で歌った。
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4 可愛い！自分で出来る！簡

単ケアネイル講座

9/25（木）

10：00～

11：30

参加者：2名、託児 3名、保育士 2名

講師：鈴木とも美

家事の妨げにならないネイルを作った。爪の正しい手入

れ、綺麗に保つ方法、薬液の特性も学んだ。

5 旬の斜里産食材で！オリジ

ナルレシピ料理講座

10/22（木）

10：00～

13：00

参加者 9名、託児 8名、保育士 4名

講師：青木陽子

斜里産の鮭やカボチャをメインに、当講座用に 7種類の

オリジナルレシピを講師が考案した。調理後は子ども達

と一緒に食事をした。

6 秋の爽やかストレッチ講座 11/13（木）

10：00～

11：30

参加者：10 名、託児 9名、保育士 6名

講師：平田千代美

音楽に合わせた運動、各関節や筋肉を伸ばしてストレッ

チ、足裏のツボ押しマッサージを行った。

7 全身トリートメント・リン

パマッサージ講座

12/11（木）

10：00～

11：30

参加者：16 名、託児 15 名、保育士 8名

講師：千葉恭子

体幹トレーニングで体のゆがみをチェックし、筋力をつ

ける運動やストレッチ運動を行い、体がほぐれた後にリ

ンパマッサージを行った。

8 斜里町のソウルフード！で

んぷん団子講座

1/22（木）

10：00～

11：50

参加者：12 名、託児 14 名、保育士 7名

講師：ＪＡ斜里町女性部

郷土食のでんぷん団子を生産者でもあるＪＡ女性部か

ら作り方のコツを学びながら調理した。料理完成後はジ

ャガイモ料理と共に子供達と食事を行った。

9 ちょっと息抜き 気軽にヒ

ップホップ講座

2/5（木）

10：00～

11：30

参加者：13 名、託児 12 名、保育士 7名

講師：久野恵菜

ヒップホップダンスの発祥についての説明から始め、準

備運動、ストレッチを行った。基本的なステップから始

め、色々なフリを学び、最後にひとつに繋げてグループ

発表を行った。

10 心身ともにリフレッシュ！

気功体操・太極拳講座

3/12（木）

10：00～

11：30

参加者：11 名、託児 11 名、保育士 5名

講師：宍倉美鶴

ツボ押し、呼吸法、気功体操を学び、太極拳へ展開した。

③ ゆめクラブ

№ 区分 内容 期日 実施結果

1 パート１

「ねぷた絵にチャ

レンジ」

斜里の「ねぷたま

つり」の歴史を調

べよう

5/31（土）

13:30

～15:40

参加者：9名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

斜里にねぷた祭りが始まった経緯を説明し、関係す

る津軽藩士殉難慰霊碑、博物館展示を見学した。

保管されているねぷたを見学しそれぞれの絵につい

て学習した。

ねぷた絵をかいて

みよう①

6/7（土）

13:30

～15:30

参加者：8名

講師：絵の会 天花 5名

ねぷた絵作業所を会場とした。実際の絵を見せても

らい特徴を聞いた。手本絵の中から好みの絵を選び、

下絵を見ながら墨絵とロウ描きをした。

ねぷた絵をかいて

みよう②

6/14（土）

13:30

～15:00

参加者：8名

講師：絵の会 天花 3名

ねぷた絵に髪や髭を入れ、色ぬりをした。

台紙に貼り、道の駅に展示をする準備をした。
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2 パート２

作ってあそぼう

レインスティック

とストロー笛

6/28（土）

13:30

～15:40

参加者：13 名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

サポート：羽田野幸子さん

紙筒を利用したレインスティックと、パンフルート

に似た違う音階が出せるストロー笛を作った。

わりばし鉄砲をつ

くろう

7/5（土）

13:30

～15:30

参加者：13 名

講師：門馬悳彦さん

サポート：羽田野幸子さん

割り箸鉄砲の 1発飛びと 2連発飛びを作り的当てを

した。

ハガキをつくろう 7/12（土）

13:30

～15:30

参加者：14 名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

サポート：羽田野幸子さん

す巻きを使って紙漉き道具を作り、ティッシュペー

パーとトイレットペーパーを材料にハガキを作った

3 パート３

マイ弁当をつくろ

う

おにぎり編 9/13（土）

10:00

～13:00

参加者：17 名

講師：江本千春さん

おにぎりを主食とし、から揚げチクワ巻き、果物を

詰めた「おにぎり弁当」を作った。気温が低く屋内

で試食した。

いなり寿司編 9/20（土）

10:00

～13:00

参加者：14 名

講師：江本千春さん

いなり寿司を主食とし、卵やウィンナー、果物を詰

めた「いなり寿司弁当」を作った。テラスで試食し

た。

サンドイッチ編 9/27（土）

10:00

～13:00

参加者：15 名

講師：江本千春さん

具材や形が違うサンドイッチを主食とし、サラダや

果物を詰めた「サンドイッチ弁当」を作った。テラ

スや東側公園で試食した。

4 パート４

森モリあそぼう

ゆめホールのまわ

りであそぼう

10/12（日）

13:30

～15:30

参加者：10 名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

ゆめホールから運動公園、前浜、博物館をひと回り

するコースの中で、自然のものに目を向けるネイチ

ャーゲームをしながら散策した。

「しれとこ森の集

い」に参加して木

を植えよう

10/19（日）

11:40

～16:30

参加者：10 名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

町主催の送迎バスを利用しウトロへ行き、100 ㎡運

動地で植樹する「しれとこ森の集い」に参加した。

とんぐりクッキー

をつくろう

10/26（日）

13:30

～15:30

参加者：6名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

１回目のネイチャーゲームで注目したどんぐりを使

ったクッキーを作った。学芸会で高学年が欠席し、

低学年でもできる内容に変更した。

5 パート５

木でつくろう

ノコギリ使いと釘

打ちの練習
11/1（土）

13:30

～15:30

参加者：14 名

講師：斜里木工サークル 4名

ノコギリ使いと釘打ちの方法を習い、慣れるよう端

材を好きなように切り、好きなように釘打ちをした。

出来た形はそれぞれ。升・鉄砲・額・動物など。
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ノートラックを作

ろう
11/8（土）

13:30

～15:30

参加者：15 名

講師：斜里木工サークル 4名

ノートラック用に寸法を取り、切って釘打ちをして

組み立てた。切り口にペーパーをかけて整えた。

ノートラックに色

塗りをしよう

11/15（土）

13:30

～15:30

参加者：15 名

担当：高木ゆかり（ゆめホール）

前週に組立てたノートラックには事前に下地塗りを

済ませておき、この時間は好きな絵や文字をかき、

ニスを塗って仕上げた。

6 パート６

キッチンでサイエ

ンス

すっぱい力の大発

見
1/31（土）

13:30

～15:30

参加者：17 名

講師：本宮尚孝さん

ミカンやクエン酸を使って、酸の力を試す小実験を

した。クエン酸を利用した入浴剤を作った。

水と油の大研究 2/7（土）

13:30

～15:30

参加者：20 名

講師：本宮尚孝さん

水や油の性質を利用した小実験をした。油を材料に

したマヨネーズを作って試食した。

7 パート７

心ではなそう 手

ではなそう

手話でつたえよう

①
2/28（土）

13:30

～15:30

参加者：5名

講師：斜里手話の会 6名

指文字五十音と、単語のいくつかの手話をジェスチ

ャーゲームやカルタ取りをしながら覚えた。

手話でつたえよう

②
3/7（土）

13:30

～15;30

参加者：10 名

講師：斜里手話の会 6名

指文字五十音と、単語をゲームを通して覚え、簡単

な文章表現を手話でできるようにした。

④ 生きがい大学公民館課程 （受講者 31名）

№ 内 容 期日 実施結果

1 開講式

オリエンテーション

4/17（木）

12:30～14:00

出席者：25 名

開講式 菊池館長挨拶

オリエンテーション（年間計画の説明）

テーマ「『これから』をいっしょに考えましょう」につい

て、設定理由と進め方を説明した。

2 アンケート調査 5/15（木）

10:00～11:30

出席者：25 名

受講生の生活状況や生活意識を調査するためアンケート

をおこなった。

3 アンケート調査結果の考察

日野原重明 著「生きかた上

手」より

5/29（木）

12:30～14:00

出席者：22 名

アンケート調査の集計結果を提示しながら結果に表れた

「気持ち」を話しあった。

日野原重明さんの著書を紹介し、共感部分について話し

あった。

4 曽野綾子 著「老いの才覚」

より

6/12（木）

12:30～14:00

出席者：28 名

曽野綾子さんの著書を紹介し、賛否や参考部分について

話しあった。

5 高齢者にとっての「遊び」効

果と可能性

7/3（木）

10:00～11：30

出席者：27 名

講師：小暮千秋さん（おもちゃコンサルタント）

「遊ぶ」ことが心と身体・脳を耕すこと、遊びながらコ

ミュニケーションが生まれることで人間関係が楽しめる

ことを学び、実際にいくつかのおもちゃで遊び交流した。
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6 柴田トヨ著「くじけないで」

「百歳」より

8/7（木）

10:00～11:30

出席者：28 名

柴田トヨさんの詩集「くじけないで」「百歳」の中から何

作品かを読み合わせた。共感できる部分や読後の気持ち

などを話しあった。

7 終活について①

～終活とは何か

9/18（木）

12:30～14:00

出席者：18 名

講師：吉川悦子（終活カウンセラー）

終活とは何か、必要性を聞き、エンディングノートの活

用について説明を聞いた。

8 終活について②

～

9/26（木）

12:30～14:00

出席者：18 名

エンデシングノートの活用について、前回からの続きの

ページについて説明を聞いた。

2回にわたる終活講座について質疑応答した。

9 学習をふりかえる 10/16（木）

12:30～14:00

出席者：24 名

1 年間をふり返りかえって感想や役立てていることにつ

いて話しあった。

10 修了式・

レクリエーション

11/13（木）

12:30～14:00

出席者：28 名

修了式：修了証書授与･皆勤証授与／菊池館長

「遊び」効果をふり返り、おもちゃ遊びで交流した。

（２）地域講座

ウトロ地区における児童向け分館講座「ゆめコミュ」、本館でのゆめクラブと同様年間を

通じて実施し、それぞれ連続講座として募集し開催している。今年度５パート実施した。

① ゆめコミュ

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 パート 1 「声を届ける。糸電話は

どこまで聞こえる!?」

5/24（土）

13:00

～15:00

参加者：8名

講師：山口智惠子

紙コップと糸で各自が糸電話を作り、最長の

糸の長さを実測。さらに長い糸で糸電話を作り

声が届くか実験。最後に漁村センターの廊下の

長さの糸電話で実験し 34ｍを記録。

2 パート 2 「トリックアートに挑

戦！」

7/8（火）

7/9（水）

13:30

～17:00

参加者：12 名

講師：山口智惠子

錯覚を起こす図を見て不思議と錯覚を体験

し、図を切り取り検証。だまし絵と首振りドラ

ゴンを制作し不思議体験。

3 パート 3 「立体地図を作ろう！」 10/27（月）

10/28（火）

13：30

～16:00

参加者：8名

講師：山口智惠子

地図の見方、ウトロ市街地の地図で自分の家

や学校、ホテルなどを確認。地図を等高線に沿

って切り分け、厚みをつけて積み上げ立体地図

を作製。目印になる建物等を置いて完成。漁村

センターに展示して来館者に観てもらった。

4 パート 4 「お正月飾り作りともち

つき」

12/ 6（土）

13：30

～16：00

12/13（土）

9:30

～12:00

参加者：19 名

経験者クラブ：23 名 その他 7名

講師：ウトロ経験者クラブ

柳の枝に 12 種類の“縁起物”を提げてお正月

飾りを作る。色画用紙で作ったそれぞれの縁起

物と紙粘土を紅白もちに見立てて飾り付けた。

できた正月飾りは漁村センターロビーにて展示

した。

ウトロ自治会と共催の“もちつきふれあい交
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流会”で、経験者クラブの方々にもちつきを教

わった。ついた餅は、持ち帰り用ののしもちと、

交流会の昼食用のまるもちにした。きなこや安

倍川などと雑煮にして全員で食事をした。

5 パート 5 English Campus in Utoro

「ウトロでわくわくグロ

ーバル体験」

2/21（土）

13:00

～17:00

参加者：35 名

保育所： 9名 先生：8名 その他：2名

講師：網走市 ALT Snane Reierson さん他 11 名

運営ｽﾀｯﾌ：斜里町 ALT 佐々木紗知さん他 4名

内容の説明、自己紹介等もすべて英語で行っ

た。各ＡＬＴのブースを作り、グループ分けし

た子どもたちがそれぞれのブースで英語で質問

し正解シールを集めるゲーム。外国人ＡＬＴに

よる出身国の紹介。アルファベットダンス。5・

6年生による英語でのウトロの紹介劇。全員で輪

になって歌を歌い、ハイタッチしながら解散し

た。

6 パート 6 「ホップ!ステップ!ダン

ス!!」

3/25（水）

3/26（木）

3/27（金）

10:00

～12:00

参加者：児童 13 名、保護者 3名

講師：久野堅太郎さん・武田雅弘さん

初日は、ストレッチ、リズム取り、ボックス・

クロスステップなどの基本動作を練習。二日目

は、楽しむをテーマにステップをつなげて、音

楽に合わせて動く練習。最終日は、これまで練

習したステップのおさらいと新しいステップ

（パドブレなど）を練習し、グループごとに、

すべてのステップをつなげたダンスを発表。最

後に全員でダンスし、盛り上がった中で終了し

た。

② 分館講座

ア ウトロ地区

ウトロ地域に密着した講座を開設するため、開設の通年化や講座数の拡充を図り、

それぞれ連続講座として募集し開催している。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 一般向け講座 「布ぞうり作り」 5/14（水）

5/21（水）

6/ 4（水）

10：00

～15：00

講師：川本寅一さん

受講者：11 名

リメイク手芸としての、余り布などを

使った布ぞうり作り。布を割いてひも状

にしたものを、芯となるＰＰロープに編

んでいきぞうりにする。途中で鼻緒を作

り編み込み仕上げる。出来上がった作品

は漁村センターに展示した。

2 一般向け講座 みんなで始めよう！

「めざせフラガール」
6/ 9（月）

6/16（月）

6/23（月）

19：30

～21：00

講師： 石沢育美さん

受講者：8名

フラダンスの基本ステップとハンド

モーションを習い、音楽に合わせて易し

いフラを踊る。フラのＤＶＤを観て受講

者の希望をきき、踊りたい曲を選んで練

習。フラの衣装（パウスカートやレイ、

ムームーなど）を着て雰囲気を盛り上げ

ながら踊った。
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3 幼児向け講座 「親子スキー教室」 2/8（日）

10:30

～15:00

講師：ウトロスキー場スタッフ

今井 秀治さんほか

受講者：16名 保護者：18名

スキー場の利用の仕方から、靴の履き

方道具の扱い方などを教わり、子どもた

ちのレベルに合わせて滑り方を習った。

昼休憩をはさみ、曲がり方と止まり方を

習った後、ロープトゥを使って斜面を滑

走する練習を行った。

4 一般向け講座 「マッサージ教室」 2/26（木）

18:30

～19:40

講師：ウトロ中学校

石館允先生

受講者：一般 16名 中学生 8名

地域の方からの要望により開催。スポ

ーツトレーナーの専門知識を持つ講師が

陸上部員（中学生）をモデルにして、具

体的にわかりやすくアイシングやアイス

マッサージの違いと行うタイミングを指

導。ストレッチの種類とセルフマッサー

ジの方法などを実践。受講者からの質問

に答える形で数種類のマッサージとスト

レッチを習った。
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③平成２６年度 公民館分館講座開催結果一覧

分館名 開 催 日 内 容 講 師 名 人 数 備考

三 井 6 講座

86 人

6/12 パン作り 小原 栄子 16

12/10 スポンジケーキ作り 髙山 正子 17

12/21 料理講習会 伊藤 キヌエ 19

12/27 生け花教室 鳥越 以津子 11

2/23 木工工作 中西 将尚 15

2/28 ブリザーブドアレンジ 佐藤 ふみ子 8

川 上 3 講座

116 人

１月～3 月 カラオケ教室 田中 多雄 65 計 5 回

1/15～16 スケート教室 戸田圭亮・片山恭伸・塩谷直大・山田敦子 44 2 日間

2/10 料理講習 田畑 光子 7

越 川 3 講座

36 人

12/17 スポンジケーキ作り 目黒 順子 12

12/26 フラワーアレンジメント 知床フラワーさかい 12

1/23 布で作るお花 朝倉 行美 12

朱 円 8 講座

140 人

12/1 モザイクアート作り 浅沼 美由紀 12

12/8 料理講習 佐々木 みゆき 11

12/10 料理講習 平田 あや子 20

12/20・21 百人一首 黒川 英一・村上 政則 38 2 日間

1/28 料理講習 荒井 身江子 11

1/30 手芸講習 佐々木 みゆき 9

1/30 親と子の交流会 羽田野 典枝 31

2/7 保存食作り 浅沼 雪江 8

大 栄 1 講座

9 人

11/15 料理講習 ニコニコ会 9

中斜里 3 講座

71 人

9/17 唄語り 辻村 達生 27

1/16 介護保険と高齢者への生活支援 ぽると 21 25

2/20 悪質商法に注意 住民生活課 19

富 士 2 講座

27 人

7/14 しめ縄作り講習 地域高齢者 5

11/29 そば作り講習 自治会女性部 22

以久科 1 講座

8 人

1/13 折り紙教室 小林 敦子 8

峰 浜 0 講座

0 人

来 運 1 講座

12 人

1/21 スポーツで健康な毎日を 体育振興係 12

美 咲 2 講座

21 人

1/21 災害に備えて講習会 役場企画総務課 12

2/24 1 玉でできるストール作り 赤岡 みゆき・瀬川ゆかり 9

ウトロ 4 講座

115 人

5/14,5/21,6/4 布ぞうり作り 川本 寅一 33 計 3 回

6/9,6/19,6/23 フラガール教室 石沢 育美 24 計 3 回

2/8 親子スキー教室 ウトロスキー場スタッフ 34

2/26 マッサージ教室 石館 允 24

総 計 34 講座 641
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（３）芸術文化講座

北海道文化財団「アート体感教室」の実施や、振付家や演奏家等の来館に合わせ

て「ダンスワークショップ」、「吹奏楽ワークショップ」、「バルーンアートワークシ

ョップ」の講座を開催した。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 写真

子ども向け講

座

アート体感教室

「石川直樹写真ワーク

ショップ」

7/14(月)

9:20～15:00

7/15(火)

9:20～15:00

受講者：児童 16 名・教員 5名

講師：石川 直樹 氏

朱円小学校の児童を対象に、写真の撮り

方や校正方法を確認しながら、各々の好き

なように作品を作った。

2 ダンス

（コンテンポ

ラ リ ー ダ ン

ス）

子ども向け講

座

「川上小ダンスワーク

ショップ」

9/9(火)

9:30～11:30

受講者：児童 51 名・教員 5名

講師：近藤良平 氏

川上小学校の児童を対象に、ストレッチ

から様々な振付の組み合わせで、最後には

一つの作品が出来るまで行った。

3 ダンス

（コンテンポ

ラ リ ー ダ ン

ス）

一般向け講座

「近藤良平ダンスワー

クショップ」

9/9（火）

18：30～20：10

受講者：一般 12 名・子ども 9名

講師：近藤良平氏

ストレッチから、様々な形での動きを取

り入れ、最後には音に合わせて一つの作品

になった。

4 造形美術

一般向け講座

「バルーンアートワー

クショップ」

2/19（木）

2/20（金）

19：00～21：00

受講者：延べ 25 名

講師：ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞﾊﾟﾌｫｰﾏｰ Kuro 氏

バルーンの基本的な扱い方から、様々な

作品の作り方、応用方法などを学んだ。芸

フェス期間中であったため、入口にバルー

ンのアーチを作成した。

5 音楽

子ども向け講

座

「吹奏楽ワークショッ

プ」

3/30(月)

13:00～18:00

3/31(火)

10:00～16:00

受講者： 名

(斜里小 名、斜里中 名、斜里高 名)

講師：BLACK BOTTOM BRASS BAND

ヤッシー 氏・セイヤ 氏

斜里小、斜里中、斜里高それぞれでの演

奏や全体での演奏、またパートごとに上級

生から下級生への指導を行った。
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（４）ゆめホールサポート事業

文化連盟「育てる事業」をサポート事業として実施。「三線」「生け花」の子ども

向け講座を開催した。

№ 区分 講座名 期日 実施結果

1 ゆめホール

サポート事業

文化連盟

「育てる事業」

三線講座全 4回

10/4（土）

10:00～12:00

受講者：３名

講師：知床美ら三線クラブ

演奏方法や姿勢を中心に曲が弾けるよう実施。

成果発表の場として、文連文化祭で知床美ら三線

クラブの会員と共に舞台上で 5曲を披露した。

10/18（土）

10:00～12:00

10/25（土）

10:00～12:00

11/2（日）

10:00～12:00

2 ゆめホール

サポート事業

文化連盟

「育てる事業」

生け花講座全 4回

11/2（土）

13:30～15:00

受講者：３名

講師： 華道池坊屋根田社中

道具の使い方や花の切り方、バランスなどを確

認しながら実施。

成果発表の場として、文連文化祭の屋根田社中

の展示コーナーに受講者の作品を展示した。

11/9（日）

13:30～15:00

11/16（日）

13:30～15:00

11/21（金）

13:30～15:00
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３ 芸術文化公演事業

（１）主催公演事業

ゆめホール知床主催事業を「ゆめホール事業」として、開館から26年度末までに143

回の公演事業を行っている。今年度は、宝くじ文化公演「見知らぬ女の手紙」やＮＨ

Ｋラジオ公開録音「民謡をたずねて」の他、「白ＡJAPAN TOUR 2014」や「アステリズ

ム」のコンサートを実施した。青少年事業として、学校・実行委員会との連携の元に

各学校での巡回演奏を実施している。

① ゆめホール事業

№ 通 事業名 期日 鑑賞者 販売数 契約金額 販売額 備考

1 137 ゆめホール映画会

「そして父になる」

6/12（木）

19:00

～21:00

165 110 162,000 113,300

㈱プリズム

2 138 白Ａ JAPAN

Tour 2014 Tetrick

6/29（日）

18:05

～19:15

420 395 1,532,520 836,500

有限会社アプローズ

3 139 宝くじ文化公演

「見知らぬ女の手

紙」

8/30（土）

19:00

～20:30
270 322 － 623,500

パルコ

4 140 アステリズムコン

サート

10/2（木）

19:00

～21:00
110 108 332,640 145,800

アステリズム

※中学校公演との連

携事業

5 141 ＮＨＫラジオ公開

録音

「民謡をたずねて」

11/29(土)

13:30

～15:45
291 － － －

ＮＨＫ北見放送局

6 142 第 14 回子ども芸術

フェスティバル

2/17（火）

～

2/22（日）
1,622 － 500,000 －

共催：実行委員会

7 143 ゆめホール映画会

「怪盗グル―のミ

ニオン危機一発」

3/28（土）

13：30

～15：00
148 97 108,000

㈱プリズム

② 青少年（学校）鑑賞事業

№ 事業名 期日 鑑賞者 支出額 備考

1 斜里町小劇場

□低学年公演

人形劇団プーク「ピンクのドラゴ

ン」

□高学年公演

劇団四季ミュージカル こころの劇

場より「ふたりのロッテ」

6/18(水)

9:30～11:00

8/26(火)

13:30～15:30

（児童数）

255 人

271 人

270,382

劇団四季公演は高学

年指定。3 年前にも

「こころの劇場」を実

施している。
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2 スクールコンサート

□リコーダーアンサンブル「アクアレ

ーラ」コンサート

（リコーダー：松浦孝成・浅井愛）

（ギター：畑内浩）

10/2(木)

10/3(金)

町内

全6小学校

(ｳﾄﾛ中合

同鑑賞)

654,285

10/2 斜里･以久科･川

上

10/3 朝日･朱円･ウト

ロ

（２）助成公演事業

町民による実行委員会等の招聘公演や自ら行う発表会等を援助するため、町民に

よる支援審査機関である芸術文化事業協会を通じ助成をおこなっている。

№ 事 業 名
期 日

（月/日）

鑑賞者

（人）

販売数

（枚）

支援金額

（円）

総事業費

（円）
備 考

1
高橋知己 Quartet 北海道

ツアーin しゃり
5/31 61 61 220,000 441,800 寄付 0円

2 白石加代子「百物語」 8/2 283 344 855,000 3,199,487 寄付 761 円

3 琴コンサート 9/21 280 348 330,000 704,673 寄附 0円

4
鼓童ﾜﾝ･ｱｰｽ･ﾂｱｰ 2014

～神秘
9/23 456 499 2,050,000 3,778,000 寄附 0円

5
山岡美樹ﾐｰﾂ大徳俊幸

ﾄﾘｵ ﾌﾟﾗｽ ｽﾃｯﾊﾟｰｽﾞ
10/4 48 68 250,000 501,120 寄付 0円

6

毛利巨塵チェロでつづる

Autumn Note ～ 彩 ＆ 奏

うたとピアノと朗読と～

10/8 69 73 130,000 235,779 寄附 0円

7
SHIRETOKO DREAM DANCE

CONTEST
1/17 256 243 650,000 1,304,000 寄附 11,917 円

8
BLACK BOTTOM BRASS BAND

feat 綾戸智絵コンサート
1/25 388 393 1,305,000 2,411,045 寄附 336 円

9
indigo jam unit release

tour2015
2/22 70 76 390,000 618,328 寄附 1,184 円

10

劇団みずなら 第 13 回公

演「明日、晴れたら、縁

側で」

3/22 233 278 180,000 360,000 寄附 0円

合 計 2,144 2,383 6,360,000 13,554,232
寄付（戻入額）

14,198
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４ 芸術文化事業

（１）ロビー展示

文芸系のサークルなどの手軽な発表の機会としてロビー展を奨励している。また、ゆめ

ホール知床が主催となり、個人の作品を集めた展示会「第 6回ひとゆめ展」を開催した。

№ 期 間 催 物 名 備考（主催・内容）

1 5/16～6/7 知床国立公園 50 周年記念パネル展 環境課

2 6/14～27 平成 26 年度教科書展示会 生涯学習課

3 7/31～8/17 アート体感教室作品展 朱円小学校学習成果

4 9/2～16
観光まちづくり教育全国大会大会

受賞作品展示会
川上小学校学習成果

5 9/17～24 斜里町小中学校図工・美術展 町教振 図工・美術部会

6 10/5～14 健康標語ロビー展 保健福祉課

7 10/15～22 ねぷた絵講習会参加者作品展 ねぷた保存会

8 10/23～11/6 生きがい大学 大学祭展示 生きがい大学生作品展示

9 11/7～19 知床斜里絵手紙サークル作品展 絵手紙展示

10 12/9～12 道路インフラ老朽化問題広報パネル展 網走開発建設部

11 12/13～24 朝日小学校 4年生陶芸作品展示会 朝日小学校学習成果

13 1/20～2/3 成人式スナップ写真展 ゆめホール知床

12 2/13～26 インターネットに関わる展示会 斜里町青少健

13 2/11～18
（ホワイエ）

斜里町小中学校書道展
町教振 国語部会

14 2/27～3/14 第 6 回ひとゆめ展 個人作品 22 名出展
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（２）ホワイエ・中庭コンサート

発表の機会の少ない団体向けにホワイエを開放しているが、今年度の利用はなかった。

（３）ロビーアート

斜里中学校美術部によるロビー・ホワイエアートが架けられ来館者の目を楽しませてい

る。

《歴代ロビー・ホワイエアート》

№ 期間 作品名 内容 展示場所

1 H10.10.10

～H11.11.13

知床の森 木製丸棒による球体と三角錐

のオブジェ

ロビー

2 H10.10.10

～H11.11.13

どんぐりの詩が聞こえる ロープ、紙、板による楽譜様オ

ブジェ

ホワイエ

3 H11.11.14

～H13.2.3

大壁画 発砲スチロールによる角柱の

組み合わせによる壁画様オブ

ジェ

ホワイエ

4 H13.2.4

～H14.3.8

知床の動物 発砲スチロールによるオジロ

ワシ、ウミウをデザインした壁

画様オブジェ

ホワイエ

5 H14.3.9

～H15.12.23

津軽凧 大小津軽凧33枚をロビー壁面

に展示、空中に連凧風に展示

ロビー

6 H15.12.24

～H18.3.31

タペストリー 0.9×10ｍのタペストリー5枚

をガラス面に展示

ロビー

7 H16.11.20

～H21.1.13

ピカソ ゲルニカ 発泡スチロールによるゲルニ

カを題材としたオブジェ

ホワイエ

8 H21.1.14

～H26.3.27

知床～いのちの環 発砲スチロールによるオジロ

ワシ、鮭、鹿をデザインしたオ

ブジェ

ホワイエ

9 H26.3.28～ アイヌ文様 断熱材を利用した3.4ｍ四方の

3枚一組の巨大なレリーフ。

「モレウ（パワー/朝日のイメ

ージ）」、「アイウシ（魔除け/昼

のイメージ）」、「シキ（星・見

守り/夜のイメージ）」

ホワイエ


