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ス キ ー 場 特 集！！

ウインタースポーツシーズンの幕開け！今回は遠軽地区のスキー場を紹介します。この冬は大人も子どもも、スキ
ー･スノーボードで元気に過ごしましょう！
（いずれのスキー場も積雪状況により営業時間が変更になる場合があります。
）

「えんがるロックバレースキー場」
（遠軽町）
■営業期間…１２月中旬から３月下旬まで（変更あり）
■営業時間…ペアリフト運行：９時～１６時 バンビリフト運行：９時～２１時
※３月営業時間 平日：１０時～２０時 土日祝：９時～１７時
（リフト料金 ※一例です）
大人（中学生以上） 小人（小学生以下）
ペアリフト 1 回券

240 円

150 円

バンビリフト 1 回券

180 円

100 円

ペアリフト 6 枚綴り券

1,200 円

750 円

900 円

500 円

1 日券

2,900 円

1,800 円

4 時間券

2,100 円

1,100 円

2 時間券

1,300 円

700 円

ナイター券

1,300 円

800 円

バンビリフト 6 枚綴り券

※未就学児童は無料（保護者同伴の場合）
※ナイター（バンビリフト）は、１６時～２１時（日没及び３月より時間変更があります。）
※各種シーズン券、用具レンタルなどもあります。
■問い合わせ先…〒099-0344 北海道紋別郡遠軽町野上 150 番地 1 株式会社フォーレストパーク
（ホームページ）http://www.rockvalley.jp/
（TEL）0158-42-4536（FAX）0158-42-0132

遠軽市街より交通アクセスが良いスキー場。山頂からは遠軽町の全景が楽しめ、天気の良い日は「オホーツク
海」も一望することが出来ます。初心者から上級者までレベルに応じて楽しめる全 6 コースを完備。ご利用お
待ちしております。

北大雪スキー場（遠軽町白滝）
■営業期間・時間…１月～３月までの土曜・日曜・祝日（年始は除く）１０時～１５時
■リフト料金…シーズン会員：大人 3,000 円、子ども 1,500 円／１日会員：大人 500 円、子ども 300 円
■お問合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）

第１リフトの途中（約 300m）までに簡易リフトを設置して白滝スノースポーツ活性化協議会が運営します。

北大雪クロスカントリースキーコース（遠軽町白滝）
■営業期間・時間…１２月～３月（１２～１月：毎日、２・３月：火・木・土・日曜日・祝日）
※なお、積雪の状況により利用期間が変更になる場合もありますのでご了承ください。
■料金…無料
■お問い合わせ先…白滝総合支所産業課（℡0158-48-2212）

全日本スキー連盟公認のコースで５㎞と 7.5 ㎞コースがあります。

佐呂間町営スキー場（佐呂間町）
■営業期間・時間…３月中旬まで
２月：１０時～２１時 ３月：１６時～２１時（平日ナイターのみ）、１０時～２１時（土・日）
■リフト料金…１ 日 券（１０時～１６時）
：大人 1,500 円、子ども 800 円
ナイター券（１６時～２１時）
：大人 500 円、子ども 300 円
■問い合わせ先…佐呂間町営スキー場（℡01587-2-2133）

スキー・スノーボード・そり滑りなど、幼児から高齢者まで幅広い年代
の方に利用されています。初心者から上級者まで楽しめる快適ゲレンデ
で、皆さんのお越しをお待ちしています。

五鹿山スキー場（湧別町）
■営業期間･時間…３月２０日まで（予定） １０時～２１時（ナイターは１６時～２１時）
■リフト料金…１ 日 券（１０時～１６時）
：大人 2,100 円、子供 1,260 円
ナイター券（１６時～２１時）
：大人 1,050 円、子供 630 円
■問い合わせ先…五鹿山スキー場ロッジ（℡01586-2-3111）

パノラマコース（初級）
、シルバーコース（中級）
、ゴールデンコース
（中･上級）
、オホーツクコース（上級）があり、ナイター照明は、シ
ルバーコースとゴールデンコースの 2 箇所になります。この他に３つ
の（初級･中級･上級）クロスカントリー用コースがあります！

１２月のイベント
第 34 回遠軽青少年吹奏楽団定期演奏会
■日 時…１２月 ４日（日）開演１４時（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 1,000 円 中学生･高校生 500 円 小学生以下無料
■問い合わせ先…遠軽青少年吹奏楽団 団長 井上（℡090-3891-1118）

「音楽を通じた青少年の健全な育成と地域文化への貢献」を目的として昭和 52 年に発足した遠軽青少年吹奏
楽団の 34 回目の定期演奏会が開催されます。プログラムには、ポップスや歌謡曲なども多く取り入れ、幅広
い世代の方々に喜んでいただける内容となっています！

第 29 回町民音楽の広場
■日 時…１２月１１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…実行委員会事務局（℡080-5581-4791・茂利）

町内の音楽好きが集まって開催される手作りのコンサート。バ
ラエティに富んだ歌や演奏が響き渡ります。また今年は中湧別
小学校金管バンドの出演が決定！様々な音楽が楽しめる初冬
のひとときをお過ごしください！

仲道郁代 デビュー30 周年記念ピアノ・リサイタル
■日 時…１２月１３日（火）開演１９時（開場は３０分前）
■出演者…仲道郁代（なかみち いくよ）
■プログラム…グリーグ：
「叙情小曲集」より アリエッタ/蝶々/ノクターン
シューマン：
「子供の情景」op.15 より トロイメライ
ショパン：ポロネーズ第１番 嬰ハ短調
：ポロネーズ第３番 イ長調「軍隊」
：ポロネーズ第６番 変イ長調「英雄」
（休憩）
ブラームス：３つの間奏曲 op.117 より
シューマン/リスト：歌曲集《ミルテの花》op.25-1 より「献呈」
リスト：愛の夢第３番 変イ長調
：メフィスト・ワルツ第１番「村の居酒屋での踊り」 ほか
＊曲目は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…一般 2,500 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）

数々のコンクールで入賞を果たし、華やかに楽壇に登場して早３０年。アニバーサリー・イヤーの今年、ソロ・
リサイタルで湧別に登場します！宝石のように輝く名曲たち、仲道郁代らしい選曲で、自身のデビュー３０周
年を飾ります！

図書館映画会
■こども映画会
・上映タイトル「ぼくは王さま」
日 時…１２月１７日（土）１０時３０分 １３時３０分
・上映タイトル「動物の赤ちゃん」
日 時…１２月２７日（火）１０時３０分 １３時３０分
・上映タイトル「げんきげんきノンタン」
日 時…１月 ５日（木） １０時３０分 １３時３０分
・上映タイトル「がんばれルルロロ」
日 時…２月１８日（土） １０時３０分 １３時３０分
■一般映画会
・上映タイトル「深夜食堂」
日 時…１月２１日（木） １０時３０分 １３時３０分
■会 場…湧別町湧別図書館 多目的室
■入場料…無料
■問い合わせ先…湧別図書館（℡01586-5-3122）

１５時３０分
１５時３０分
１５時３０分
１５時３０分

湧別図書館では、毎月映画上映会を行っています。５０席程のミニシアターで、ゆっくり映画鑑賞をお楽しみ
ください。

１月のイベント
子どもミュージカル体験事業発表会「わたしは一人じゃない！？」
■日 時…１月１１日（水）１８時００分～１８時５０分
■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）

湧別町に住む小学１年生から中学３年生の子供達が１
週間プロの先生から歌やダンスやセリフを学び、その
成果をステージで発表します！練習の成果をぜひ、ご
覧ください！！

２月のイベント
サイエンスキャラバン in サロマ
■日 時…２月１２日（日）１０時～１３時（予定）
■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社会教育課（℡01587-2-1295）

見て、触って、感じて、作って…驚きと発見の連続間違いなし！
子どもから高齢者の方まで、誰もが楽しめる科学の実験・工作が盛りだ
くさん。不思議がいっぱい体験できる科学の世界を楽しみましょう。
また、
当日サイエンスキャラバン会場の駐車場では
「かまくら雪まつり」
が開催されていますので、ぜひお誘いあわせの上、会場に遊びにお越し
ください。

第 32 回湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会
■日 時…２月２６日（日）
＜受付期間＞平成２８年１２月１日（木）～平成２９年１月２０日（金）
■会 場…遠軽町～湧別町＜各コース＞
■参加料…各コースによって決められておりますので、お問い合わせください。
■問い合わせ先…大会事務局遠軽町役場商工観光課
（℡0158-42-4819）

北大雪をスタートする国内最長８５ｋｍの湧別原
野コースをはじめ、北大雪コース（60ｋｍ）
、白
滝ジオパークコース（37ｋｍ）
、遠軽コース（23
ｋｍ）
、湧別コース（25ｋｍ）
、5ｋｍコースとバ
ラエティー豊かな個人種目があり、また、５名１
チームの団体種目である 100ｋｍスキー駅伝も
実施されますので、ぜひご参加ください。

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）

