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湧別町少年柔道大会「上野カップ 201７」
～ サイン会＆パフォーマンスショー ～

【サイン会】
■日 時…１０月８日（日）１０時２０分～１０時５０分
１３時３０分～１４時００分
■会 場…湧別町湧別総合体育館（１階プレイルーム）
■出演者…上野 順恵 氏、上野 巴恵 氏、
近藤 亜美 氏、新井 千鶴 氏を予定
■入場料…無 料
■その他…色紙とペンをご持参ください。
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
上野 順恵 氏

上野 巴惠 氏

【パフォーマンスショー】
■日 時…１０月８日（日）
１１時３０分～１２時００分
１２時３０分～１３時００分
■会 場…湧別町湧別総合体育館（１階ロビー）
■出演者…ジャグリング・マジック
大道芸人 GIN（ジン）
■入場料…無 料
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
近藤 亜美 氏

新井 千鶴 氏

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、競技の進行状況により時間の変更がある場合がありますので、ご了承ください。

「湧別町ふるさと応援大使のオリンピック柔道メダリスト上野姉妹」と「2017 世界柔道選手権金メダリスト
の新井千鶴選手」
、
「リオオリンピック柔道銅メダリストの近藤亜美選手」が湧別町にやってきます！

１０月のイベント
第２８回 彩樹会展
■日 時…10 月７日（土）～13 日（金）
各日 9 時～１９時（最終日は１８時まで）
■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。

上湧別地区総合文化祭
■日 時…【展示の部】１０月 ７日（土）１０時～１７時
１０月 ８日（日）１０時～１６時
【芸能の部】１０月１５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。

第３７回 えんがる町民音楽の広場
■日 時…１０月 ８日（日） 開場：１２時００分
開演：１３時００分
■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）

遠軽町内で音楽活動に取組む団体やグループが一堂に集まる
コンサート。音楽に関わる小学生から大人たちの演奏が、た
くさんの笑顔をお届けします。

湧別図書館【古本市】
■日 時…１０月８日（日）１０時～１３時
■会 場…湧別町湧別図書館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…湧別図書館（℡01586-5-3122）

図書館に寄贈していただいた重複新刊や、貴重な古書等
2,000 冊の本や雑誌を用意しています。すべて無料で
提供します。毎年人気の雑誌付録も揃っていますので、
ご家族揃ってご来館ください。

第４１回湧別町民大学
今年で４１回目となる湧別町民大学が、９月より５人の講師を迎えて開催されています。町外の方の参加も歓迎し
ておりますので、どうぞこの機会にご参加ください。
（※第１回と第２回は終了しました）
■日 時…９月１３日（水）～１１月１０日（金）
（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）
① 10 月１７日（火） ジャーナリスト
髙 英起 氏
演題「謎の国・北朝鮮をわかりやすく解説」
② 10 月２６日（木） 精神科医
香山 リカ 氏
演題「健康のヒミツは“心の元気”」
③ １１月１０日（金） 北海道教育大学附属札幌小学校栄養教諭 須合 幸司 氏
演題「生活習慣全ての中心に食事がある
～子どもの夢を叶えるためにできること～」

髙 英起 氏

安保 真『～サロマ～ふるさと展』
■日 時…１０月１１日（水）～１７日（火）
■会 場…佐呂間町町民センター（℡01587-2-2255）
各日１０時～１９時
■入場料…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町教育委員会
（℡01587-2-1295）

佐呂間町出身の幅広く活躍中の現代墨絵作家安保
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。

チャンキー松本といぬんこの読み聞かせショー
■日 時…１０月２１日（土） １５時～１６時
■会 場…佐呂間町立図書館 絵本コーナー
■参加費…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町立図書館（℡01587-2-2215）

紙切り似顔絵師・チャンキー松本さんと、Ｅテレ「シャキー
ン！」や「おかめ列車」の昭和の雰囲気漂う絵でおなじみの挿
絵師・いぬんこさんによる読み聞かせショーです。切り絵をし
たり、絵本を読んだり、音頭を踊ったりの楽しい１時間のショ
ータイムです。

第５４回 遠軽総合文化祭
■日 時…【展示】１０月２７日（金）～２９日（日）
各日 9 時～１９時（最終日は１６時まで）
【芸能】１１月３日（金・祝） 開演：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。

第 4９回 丸瀬布総合文化祭
■日 時…【展

示】１０月２７日（金）～２９日（日）
各日とも、９時～２２時
【芸能発表】１０月２９日（日） 開演：１３時
■会 場…丸瀬布中央公民館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…丸瀬布教育センター（℡0158-47-2456）

丸瀬布文化協会加盟団体をはじめ、地域文化
団体及び各学校の児童生徒の作品展示をはじ
め、多彩な芸能発表が行われます。是非ご来
場下さい。

しらたき文化祭作品展
■日 時…１０月２８日（土）～１１月３日（金・祝）
各日とも、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。

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詳細は、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）

１１月のイベント
佐呂間町 働き盛り世代の心の健康づくり講演会
元気な心で元気な毎日～心のリフレッシュ術～
■日 時…１１月１日（水） 開演：１８時３０分
■会 場…佐呂間町町民センター
■講 師…こころ元気配達人 こころ元気研究所 所長 鎌田 敏 氏
■入場料…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町役場保健福祉課（℡01587-2-1212）

仕事をしていると、日々様々なストレスシャワーを浴びてい
ます。心の健康を保つための人生の態度や身近な習慣なども
ご紹介します！ご来場をお待ちしております。

湧別地区総合文化祭

■日 時…【芸能の部】１１月 ４日（土）１２時３０分～（予定）
【展示の部】１１月 ４日（土）１０時～１８時（予定）
１１月 ５日（日）１０時～１４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。

平成２９年度 遠軽町文化講演会
■日 時…１１月１４日（火） 開場：１８時３０分
開演：１９時００分
■会 場…遠軽町福祉センター
■講 師…「貴乃花部屋」女将 花田 景子 氏
■テーマ…「相撲に見る 日本人の心」
■入場料…無 料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）

貴乃花部屋 女将
花田 景子 氏

第六十五代横綱、貴乃花（現、貴乃花親方）の妻として、
「貴乃花部屋」の女将でありながら三児の母としても日々
活躍されている、花田景子氏の講演会です。

平成２９年度 遠軽町『少年の主張』大会
■日 時…１１月１９日（日） 開演：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。

