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第４０回 湧別町民大学を開講します！

今年で４０回目となる湧別町民大学が、
“尾木ママ”の愛称で知られる教育評論家の
尾木直樹氏をはじめとする 5 人の講師を迎えて開催されます。
■日 時…９月１３日(火)～１１月１０日(木)(全５回)１８時３０分受付 １９時開講
■会 場…湧別町文化センターＴＯＭ（℡01586-2-2188）
■入場料…１講座のみ 500 円 全５回 1,000 円 高校生以下 無料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
①9 月 13 日（火） 教育評論家
尾木 直樹 氏
演題「大人も子どもも居心地のよい学校・家庭・地域社会をめざして」
②9 月 27 日（火） 前中国駐箚特命全権大使
丹羽 宇一郎 氏
演題「日中関係と北海道のこれから～食糧事情の視点から」
③10 月 6 日（木） 消費者問題研究所代表
垣田 達哉 氏
演題「本当に大丈夫？食の安全～家庭料理がどうして健康にいいのか」
④10 月 25 日（火）映画字幕翻訳者
戸田 奈津子 氏
演題「字幕の中に人生」
⑤11 月 10 日（木）㈱ウェルネスプランニング札幌 代表取締役・管理栄養士
（北海道コンサドーレ札幌 管理栄養士） 小松 信隆 氏
演題「子どもと大人に今必要な栄養」
（仮）

８月のイベント
スウェーデン児童文学展
■日 時…８月２日(土)～８月１５日(月)
■会 場…湧別図書館
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別町湧別図書館（℡01586-5-3122）
「長くつ下のピッピ」をふくむ可愛いスウェーデンの児童文学のキャラクターやメッセ
ージが書かれているロールアップ 8 本のほかスウェーデン児童文学の展示を行います。

ジオツアー赤石山山頂コース
■日 時…８月６日(土)・９月２２日(木・祝) ８時４５分～１３時３０分
■会 場…遠軽町埋蔵文化財センター集合・解散
■参加料…一般 1,840 円・高校生以下 1,720 円(保険料・昼食代・入館料)
（定員１４名・先着順）
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）

黒曜石露頭などを歩きながら見学するツアーです。昼食もついたお
得なツアーとなっています。ツアーの詳細はホームページでご覧く
ださい。 http://geopark.engaru.jp/

埋蔵文化財センター体験ひろば
■日 時…８月２１日(日) ９時～１７時
■会 場…遠軽町埋蔵文化財センター
■入場料…無料（一部有料の体験メニューがあります）
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）

アンジくんのふるさとまつりを記念して、埋蔵文化財センターの無料開
館や施設周辺を利用した体験イベントを実施します。

瀬木貴将ＬＩＶＥ at ＪＲＹ
■日 時…８月２８日(日) 開演１８時 開場１７時３０分
■会 場…湧別町ふるさと館ＪＲＹ ℡01586-2-3000
■入場料…一般 2,000 円 高校生以下 1,000 円（当日は各 500 円増）
鑑賞会員 1,800 円 ※チケット絶賛発売中！
■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）
南米の民族楽器サンポーニャ＆ケーナ奏者・瀬木貴将のライヴ。本
場ボリビアでも高い評価を受け、ボリビアのグラミー的存在
『CICOMBOL 大賞 2010』の 2 部門からノミネートされる。

９月のイベント
えんがるネイチャースクール
■日 時 ９月３日(土) ９時～
■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（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、薬師山の自然を満喫しましょう！

シンデレラ夢 201６
■日 時…９月３日(土)～４日(日) ※３日は１８時～
■会 場…＜パレード＞佐呂間町商店街 ＜まつり＞佐呂間町町民センター駐車場
■入場料…無料
■問い合わせ先…実行委員会事務局
（専用携帯）℡090-1520-5513(９時～１７時まで)

夢パレード、夢花火、カボチャ重量コンテスト、その他楽しいアトラク
ションなど、2 日間多彩な催しが開催されます！

古本市
■日 時…９月１１日(日) １０時～１３時
■会 場…湧別図書館
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別町湧別図書館（℡01586-5-3122）

古本の無料リサイクル市を行います。雑誌、小説、マンガ、絵本等、たくさんの本を用意しています。
人気雑誌の付録も提供します。

遠軽町郷土館 「ナイト・ミュージアム」
■日 時 展示 ９月１７日(土)～１８日(日) １７時～２１時（各日）
■会 場 遠軽町郷土館
■入館料 一般 150 円、高校生以下 50 円
■問い合わせ先…遠軽町郷土館（℡0158-42-5942）

今年も遠軽町郷土館「ナイト・ミュージアム」を開催します。期間
中、昔懐かしい「マッチ箱」をテーマにした特別展も行います。

佐呂間町文化連盟 50 周年記念表彰式と総合文化祭
■日 時…９月２３日(金)～２５日(日)
＜バザー＞２３日(金)１５時～１８時 ２４日(土)１０時～１７時

＜記念表彰式＞２４日(土)１２時～

＜芸能発表会＞２４日(土)１３時～１７時
＜展示会＞２４日(土)～２５日(日)９時～１８時
■会 場…佐呂間町町民センター℡01587-2-2255
■入場料…無料
■問い合わせ先…佐呂間町文化連盟事務局(井上)℡01587-2-3560

今年度は佐呂間町文化連盟が創立 50 周年を迎え、総合文化祭にあわせて記念表彰式を開催致します。
また、佐呂間町の文化団体による作品展示(生花、手芸等予定)・芸能発表(カラオケ、舞踊、琴、ダンス
等予定)が行われますので、ぜひご来場ください。

第３６回湧別町産業まつり
■日 時…９月２２日(木・祝) ９時３０分～
■会 場…湧別町憩いの広場
■入場料…無料
■問い合わせ先…実行委員会事務局（℡01586-2-5866）

鮭の生け捕り大会（小中学生対象）
、力自慢が集うオホーツク人間ホタテ引き
大会、子どもたちに大人気の湧別戦隊産業レンジャーが登場！
地元で獲れた海産物の原価販売や、新鮮な農産物の販売、湧別鍋コーナー、
無料牛乳コーナーなどオホーツクの秋の味覚が満喫できます。

第 38 回 がんぼう大学祭
■日 時 展示 ９月２４日(土)～２５日(日) ９時～
芸能 ９月２５日(日) １０時～
■会 場 遠軽町福祉センター
■入場料 無 料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）

今年で３８回目となる高齢者大学「瞰望大学」の一大イベント！
日頃の学習の成果を発表します。たくさんのご来場お待ちしています。

１０月のイベント
上湧別地区総合文化祭
■日 時…【展示の部】１０月 １日(土) １０時～１７時
１０月 ２日(日) １０時～１６時（各予定）
【芸能の部】１０月２３日(日) １３時～（予定）
■会 場…湧別町文化センターＴＯＭ（℡01586-2-2188）
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）

上湧別地区文化協会加盟の団体による、書道･華道･写真･木工･陶芸等の作品展示及び、舞踊･音楽･カラ
オケ等の芸能発表会です。ぜひ、お越し下さい。

サロマ大収穫祭
■日 時…１０月２日(日) １０時～１５時
■会 場…トーヨータイヤサロマテストコース
■入場料…無料
■問い合わせ先…佐呂間町観光物産協会℡01587-2-1200

佐呂間の名産品を取り揃えた「青空市」
、佐呂間漁組による「ホタテ感
謝祭」
、佐呂間の味覚が満喫できる飲食コーナー、充実のステージなど、
サロマの魅力がぎっしり詰まった１日！どうぞ皆さんお誘い合わせの
上、ご来場下さい！

湧別町少年柔道大会「上野カップ 2016」
■日 時…１０月９日(日)
■会 場…湧別町湧別総合体育館アリーナ・武道館
■観 覧…無料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会社会教育課（℡01586-5-3132）

湧別町出身で、ふるさと応援大使でもあるオリンピック女子柔道メダリスト
の「上野姉妹」の冠を掲げた小中学生の大会を初開催！
※参加資格などの詳細は湧別町のホームページ内にある「上野カップ
2016」を御覧ください。

佐呂間町寿大学公開講座（日赤看護大学「出前公開講座」
）
■日 時…１０月２１日(金) １０時～１１時３０分
■会 場…佐呂間町町民センター（℡01587-2-2255)
■入場料…無料
■問い合わせ先…佐呂間町教育委員会（℡01587-2-1295）

日赤看護大学教授であり、オホーツク地域を中心に防災活動に取り組まれている根本昌宏氏を講師にお
招きし、
「寒冷地のいのちを守るための知恵―寒冷地防災―」をテーマに、冬の防災について講演して
いただきます。

安保 真『～サロマ～ふるさと展』
■日 時…１０月２１日(金)～２７日(木)
■会 場…佐呂間町町民センター(℡01587-2-2255)
■入場料…無料
■問い合わせ先…佐呂間町教育委員会
（℡01587-2-1295）

佐呂間町出身の国内外で幅広く活躍中の現代墨絵ア
ート作家安保 真さんの作品展！墨を滲ませる独自
の技法で、時間をかけて描かれた「ふくろう」は、心
が癒され墨絵のイメージが変わります。

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
☆遠軽町教育委員会………………℡0158-42-2191
☆遠軽町丸瀬布教育センター……℡0158-47-2456

☆佐呂間町教育委員会…………℡01587-2-1295
☆遠軽町生田原教育センター…℡0158-45-2010
☆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（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@town.yubetsu.lg.jp （平成２８年度担当/湧別町教育委員会）

