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「初夏」を楽しむイベント情報！

６月のイベント
第 45 回 まるせっぷ藤まつり
■日 時…６月１１日（日）１０時００分～１５時００分
■会 場…丸瀬布弘政寺・平和山公園
■入場料…無 料
■問い合わせ先…丸瀬布総合支所 産業課 （℡0158-47-2213）
今年で 45 回目を迎えるまるせっぷ藤まつり。
「さくらまや」ステー
ジショーをはじめ「何ン田研二」のものまねショー、さらには「菅野
優斗」の三味線の音色がまつりを盛り上げます。また、
「遠軽高校吹奏
楽局演奏会」
、丸瀬布地域の特産物を山ほど提供「ドキドキ抽選会」な
どなど･･･。その他、あたり一面に咲き乱れる藤のほのかな香りを楽し
みながらの「野だて」等内容も盛り沢山!!
咲き競う、約 200 株の藤の花の競演もお見逃しなく!!

東京ブラススタイル「ジブリ・パーティー2017」
■日 時…６月１８日（日）開演１６時００分（開場は３０分前）
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…一般 2,000 円（当日 500 円増）
高校生以下 500 円（当日 100 円増）鑑賞会員 1,800 円
■問い合わせ先…良いもの見よう聞こう会事務局
（湧別町教育委員会℡01586-5-3132）
2006 年、自身の CD「アニジャズ・ジブリ」発売から取り組
んできたジブリの集大成としてお届けする、ジブリソングだけ
のコンサート。また、町内の学校の金管バンドや吹奏楽部とコ
ラボ演奏など興奮のステージを展開します！

ＭＡＹＵＭＩ ＆ ＳＨＩＮＰＥＩ ＬＩＶＥ at ＪＲＹ
■日 時…６月２１日（水）開演１９時００分（開場は３０分前）
■出演者…大平まゆみ、井上信平、森丘ヒロキ
■会 場…湧別町ふるさと館ＪＲＹ（℡01586-2-3000）
■入場料…一般 3,000 円 高校生以下 1,000 円（当日は各 500 円増）
■問い合わせ先…JRY MECENAT CLUB 事務局
（℡ 090-8636-2504 大西)
札幌交響楽団コンサートマスター大平まゆみさんとジャズフルーティ
スト井上信平さんによるクラシックとジャズのコラボレーションライブ
です。二人は東京芸術大学付属音楽高等学校の同級生であり、このことが
縁となって実現に至ったものでワクワクする楽しみなステージです。

ひ ら や ま 山 開 き
■日 時…６月２５日（日） 受付 ６時３０分
■会 場…ＪＲ白滝駅～平山登山口
■参加料…５００円（定員３０名・先着順）
■問い合わせ先…えんがる町観光協会
白滝地域委員会（℡0158-48-2099）
白滝総合支所産業課（℡0158-48-2212）
平山（標高 1,771m）の山開きです。参加者には、山開き
記念バッジを進呈します。
参加ご希望の方は、事前申し込みが必要ですのでご注意
ください。

第 32 回サロマ湖 100 ㎞ウルトラマラソン
■日 時…６月２５日（日）
■会 場…１００㎞の部：湧別町～北見市
５０㎞の部：佐呂間町～北見市
■申込み…※参加申込みは締め切りました※
■問い合わせ先…サロマ湖 100km ウルトラマラソン
札幌コールセンター
（℡011-211-8051 月～金 9:30～17:30※土日除く）
Mail:saroma@runners.co.jp
今年も 4,000 人を超えるランナーがゴールの地、北見市常呂
町スポーツセンターを目指して走ります。100 ㎞の部は午前５
時湧別総合体育館をスタート、50 ㎞の部は午前 10 時佐呂間町
100 年広場をスタートします。
たくさんの応援をお待ちしております！

７月のイベント
えんがるネイチャースクール 瀬戸瀬「薬師山」へ Go !
■日 時 ７月１日（土） 午前９時（受付：午前８時３０分）
■会 場 遠軽町瀬戸瀬 「薬師山」
（集合場所：遠軽町教育委員会）
■入場料 一般５００円、高校生以下３００円
（高校生以下は、保護者同伴で申込みください）
■定 員 １０名程度（先着順）
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）
遠軽町郷土館（℡0158-42-5942）
遠軽町瀬戸瀬にある「薬師山」をフィールドに観察会を
開催します。
気軽に登山を楽しみながら、
「薬師山」の豊かな自然を
満喫しましょう！

遠軽町郷土館特別展 「楽しい子どもの美術館」
■日 時…７月８日（土）～８月６日（日）
９時００分～１７時００分
※休館日～月曜日、祝日の翌日
■会 場…遠軽町郷土館
■入場料…一般１５０円、高校生以下５０円（幼児無料）
■問い合わせ先…遠軽町郷土館（℡0158-42-5942）
国内をはじめ世界各国の子どもたちが手掛けた絵画や美術作品
を展示します。表現豊かな作品の数々をお楽しみください。
（協力：網走市立美術館）

MAMMUT CUP 第５回 大雪山ウルトラトレイル
■日 時…７月２２日（土）
【受付・開会式・前夜祭】
２３日（日）
【競技・表彰式】
■会 場…北海道大雪山系（ST～GL：北大雪スキー場）
■参加料…１５㎞（4,000 円）
・４０㎞（8,000 円）
・８０㎞（13,000 円）
■問い合わせ先…フィールズ・スポーツデスク
（℡0475-47-3017）
http://taisetsuzan-ultratrail.com/
山岳地と高原を舞台にした「ウルトラトレイル」が今年も
遠軽町白滝で開催します！距離に応じて初心者から上級者ま
でお楽しみいただけます。

劇団前進座「くず～い、屑屋でござい」
■日 時…７月２２日（土）開演１８時３０分（予定）
開場１８時００分（予定）
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円
（当日各 500 円増）
■問い合わせ先…企画委員会ビッグ・ウェーヴ事務局
（湧別町教育委員会℡01586-5-3132）
古典落語の「井戸の茶碗」を劇化した人情噺です。登場人物
に悪人がいなく、みんな“無欲”で“人が良く”“義理人情に
厚く”後味の良い噺です。

第３２回 湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり
■日 時…７月２３日（日）１０時００分～１５時００分
■会 場…湧別町三里浜キャンプ場
■問い合わせ先…湧別サロマ湖龍宮えびホタテまつり
実行委員会事務局
（℡01586-2-3600）
龍宮亀引きトライアルやホッカイシマエビの早食い競争、
ジャンケン大会等、賞金・豪華賞品が当たる当日参加可能な
イベントが盛りだくさん。
ミニホタテを使った龍宮鍋や、ホッカイシマエビ、ホタテ
の即売コーナー、活魚・エビすくいを体験できる漁師の店等
もあります。

８月のイベント
第３５回 まるせっぷ観光まつり
■日 時…8 月 5 日（土） １３時００分から２１時３０分
※納涼花火大会は「午後８時」から
8 月 6 日（日）
９時００分から１５時００分
■会 場…丸瀬布森林公園いこいの森
■入場料…無 料（イベントへの参加は、参加補助券が必要です）
■問い合わせ先…第３５回まるせっぷ観光まつり実行委員会
（丸瀬布総合支所産業課 ℡0158-47-2213）
今年も、
「ＳＬ・森林・清流」にちなんだイベントが盛り沢山!!
丸瀬布のシンボル「SL 雨宮 21 号」の夜間運行や、夜空に浮かぶ豪快な光と
音のファンタジー「納涼!やまびこ花火大会!昆虫生態館では 100 種を超える昆虫
たちが、皆さんをお出迎えします。さらに、公園内を流れる武利川では子供たち
に人気のイベントが目白押し！さあ、皆さんも大自然に囲まれた緑と清流、澄み
切った空気が調和した丸瀬布に遊びに来てみませんか?

第４回 屯田七夕まつり
■日 時…８月６日（日）
■会 場…百年記念公園運動広場
■問い合わせ先…湧別町商工会（℡01586-2-2278）

屯田兵の行進や長なわとび大会、キャラクターショー等
の各種イベントが盛りだくさん。最後は盛大な花火大会が
行われます。ぜひ、足をお運びください。

第４回 アンジくんのふるさとまつり
■日 時…8 月１９日（土）１５時～２１時【盆踊り・花火大会】
８月２０日（日） ９時３０分～１５時３０分【各種イベント】
■会 場…遠軽町白滝総合支所 駐車場（特設会場）
■入場料…無 料
■問い合わせ先…アンジくんのふるさとまつり実行委員会
（℡0158-48-2099）
白滝ジオパークのキャラクター「アンジくん」や「こけもも姫」に会い
に行こう！白滝の自慢の「味覚」や「仮装盆踊り大会」など楽しいイベン
トが盛り沢山！会場から「花火大会」もお楽しみいただけます。

なな・なんと情報に掲載希望の情報を募集いたします。遠軽地区全体にお知らせしたい情報がありましたら各町
教育委員会（教育センター）までご連絡ください。発行は偶数月で年６回を予定しています。ただし、営利・宗教・
政治を目的としたものは掲載できません。また紙面の都合上、掲載できない場合もありますので、ご了承ください。
☆湧別町教育委員会………………℡01586-5-3132
☆佐呂間町教育委員会…………℡01587-2-1295
☆遠軽町教育委員会………………℡0158-42-2191
☆遠軽町生田原教育センター…℡0158-45-2010
☆遠軽町丸瀬布教育センター……℡0158-47-2456
☆遠軽町白滝教育センター……℡0158-48-2213
※この情報紙に関することは、各教育委員会（または教育センター）へお問い合わせください。
■総合窓口：メールアドレス shakyo@engaru.jp （平成２９年度担当/遠軽町教育委員会）

