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TOPIC

湧別町少年柔道大会「上野カップ 2016」
～トークショー、サイン会、パフォーマンスショー～

【トークショー】
「湧別町ふるさと応援大使のオリンピック柔道メダリ
■日 時…１０月８日（土）１７時～１８時
スト上野姉妹」と「リオオリンピック柔道銅メダリス
■会 場…湧別町総合体育館（アリーナ）
トの近藤亜美選手」が湧別町にやってきます！
■出演者…上野雅恵、上野順恵、上野巴恵、近藤亜美
■入場料…無料
【サイン会】
■日 時…１０月９日（日）１０時２０分～１０時５０分
１３時５０分～１４時２０分
■会 場…湧別町総合体育館（プレイルーム）
■出演者…上野雅恵、上野順恵、上野巴恵、近藤亜美
■入場料…無料
上野雅恵さん
上野順恵さん
■その他…色紙とペンをご持参ください。
【パフォーマンスショー】
■日 時…１０月９日（日）１２時３０分～１３時００分
１３時２０分～１３時５０分
■会 場…湧別町総合体育館（ロビー）
■出演者…ジャグリング・バルーンパフォーマー 弥勒（みろく）
ＴＶ「１×８いこうよ」等に出演！
上野巴恵さん
近藤亜美選手
■入場料…無料
注意）柔道大会「上野カップ」のイベントとして行なわれますので、大会参加者が多数おり混雑が予想されます。
また、各イベントは時間が限られておりますのでご了承ください。
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）

TOPIC

平成 28 年度 遠軽町文化講演会

■日 時…１０月１１日（火）１９時～ (開場１８時３０分)
■会 場…丸瀬布中央公民館 講堂
■講 師…株式会社 クリエイティブオフィスキュー代表取締役
鈴井 亜由美さん
■演 題…「女性パワーで元気なまちづくり」
■入場料…無料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 丸瀬布教育センター （ ℡0158-47-2456）

大泉 洋、安田 顕などが出演し全国をめぐる「水曜どうでしょう」が北海道ロ
ーカル番組から全国区にファンを拡大!! その仕掛け人でもある鈴井亜由美さんか
ら、
「女性パワーで元気なまちづくり」と題してご講演をいただきます。入場は無
料となります。ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、是非ご来場下さい。

TOPIC

佐呂間町教育講演会

■日 時…１０月２２日（土）１３時１５分～
■会 場…佐呂間町町民センター（℡01587-2-2255）
■講 師…札幌テレビ放送株式会社（ＳＴＶ）
アナウンサー 工藤 準基さん
■演 題…「人生いろいろ 十人十色」
■入場料…無料
■問い合わせ先…佐呂間町教育委員会（℡01587-2-1295）

ラジオでおなじみの札幌テレビ放送株式会社（ＳＴＶ）アナウ
ンサー 工藤 準基（くどう じゅんき）氏を講師に迎えて、
「人
生いろいろ 十人十色」をテーマに講演いただきます。
※網走中部地区ＰＴＡ連合会母親研修会及び佐呂間町ＰＴＡ
連合会研究大会と併せての開催となります。

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
【芸能の部】１０月２３日（日）１３時
■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。芸術
の秋を楽しんでください。

えんがるネイチャースクール
■日 時…１０月８日（土）１０時
■会 場…北海道家庭学校 （受付場所：遠軽町教育委員会 ９時～）
■参加料…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）
■申込み…１０月５日（水）までに電話で申込みください。
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）
北海道家庭学校をフィールドに野外観察会を開催します。秋ならで
はの自然の美しさを感じてみませんか。

えんがる町民音楽の広場
■日 時…１０月１６日（日）１３時
■会 場…遠軽町総合体育館
■入場料…無 料
■その他…上履き（スリッパ）をご持参ください。
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）
遠軽町内の音楽団体が一堂に集まるコンサート。小学生から大人ま
で、音楽に関わる人たちの演奏がたくさんの笑顔をお届けします。

第４０回遠紋地区芸能発表会
■日 時…１０月１６日（日）１２時３０分
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
遠紋地区の文化団体が一堂に会し、日頃の練習の成果を発表し鑑賞し合う芸能発表会が開催されます。この芸能発
表会は、日頃なかなか交流ができない文化団体同士が一堂に会すことで、文化技術や活動意欲の向上・相互交流、
さらに、地域住民に舞台芸術鑑賞を提供することで地域文化の視野を広げることを目的としています。

辻村達生＆BOO FOO WOO フォークコンサート
■日 時…１０月２１日（金）開場１８時３０分 開演１９時００分
■会 場…遠軽町白滝国際交流センター多目的ホール
■入場料…無料
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）
白滝文化協会が主催する芸術鑑賞会です。懐かしいフォーソングを
中心としたアットホームなコンサートです。ぜひお越しください。

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１５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。

徳原 海 セカンド CD リリース記念コンサート
■日 時…１０月２８日（金）開演１８時３０分 開場１８時
■出演者…徳原 海 【スペシャルゲスト】走 裕介 【ゲスト】栗原ちあき
■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（当日は各 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）

湧別在住の歌手・徳原 海のコンサートです！走 裕介、栗原ちあきの
２名のゲストを迎え、華やかなステージを繰り広げます。デビューコ
ンサートに続き、地元湧別でセカンドコンサートを行ないます！

第 48 回 丸瀬布総合文化祭
■日 時…【展
示】１０月２８日(金)～３０日(日) ９時～２２時
【芸能発表】１０月３０日(日)
１３時～
■会 場…丸瀬布中央公民館
丸瀬布地域各文化団体、及び丸瀬布の児童・生徒の
■入場料…無料
力作作品の展示をはじめ、
多彩な芸能の発表が行わ
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 丸瀬布教育センター
れます。是非ご来館下さい。
（℡0158-47-2456）

第 53 回遠軽総合文化祭
■日 時…【展示】１０月２１日（金）～２３日（日） ９時～１９時
【芸能】１１月３日（木） 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）
遠軽文化協会の加盟団体による芸術文化の祭典！子どもから大人ま
で幅広い世代による優れた芸術作品の展示や個性豊かな芸能発表は
必見です。ごゆっくりご鑑賞ください。
（展示の最終日は、１６時までとなります）

しらたき文化祭作品展
■日 時…１０月２９日（土）～１１月３日（木）１０時～１８時
■会 場…遠軽町白滝国際交流センター多目的ホール
■入場料…無料
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）

白滝地域の小中学生や文化団体の作品（書道・陶芸・写真・工作）
などを展示します。ご覧ください。

１１月のイベント
湧別地区総合文化祭
■日 時…【芸能の部】１１月５日（土）１２時３０分
予定
【展示の部】１１月５日（土）１０時～１８時 予定
１１月６日（日）１０時～１６時 予定
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
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。芸術の秋を楽しんでください。

第２７回 彩樹会展
■日 時…１１月８日（火）～１５日（火） ９時～１９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）
油彩画による創作活動に取り組んでいる「彩樹会」会員の作品展示です。油彩画
ならではの深みのある色彩と多彩な作品の数々、心ゆくまでお楽しみください。

白滝寄席
■日 時…１１月１３日（日）開場１０時００分 開演１０時３０分
■会 場…祥巌寺（白滝ＩＣ向かい）
■入場料…木戸銭 500 円（高校生以下無料）
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）
「NPO 法人きたらしらたき」が主催する落語会です。アマチュア落語家「白滝亭
くぼ太」と旭笑長屋の噺と白滝特産のじゃがいも料理が楽しめるお得なイベント
です。ぜひお越しください。

平成２８年度 遠軽町少年の主張大会
■日 時…１１月２０日（日） １３時３０分
■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）
遠軽町内の中学生が一堂に会し、日常生活の中で体験したことや、日頃から考え
ていることを発表します。これからの次代を担う中学生たちの主張をお聞きくだ
さい。

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）

