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8 月～10 月開催分 第117 号
８月のイベント
第 3６回 まるせっぷ観光まつり
■日 時…８月４日（土） １３時～２１時３０分
８月５日（日） ９時～１５時
■会 場…丸瀬布森林公園いこいの森
■入場料…無 料（イベント参加については、参加補助券が必要となります。
詳しくは、観光まつり実行委員会へお問い合わせください。
）
■問い合わせ先…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だくさん！夜空に浮かぶ豪快な光と、大迫力な轟音が特
徴の「納涼!やまびこ花火大会!!」
。その横を、北海道遺産「雨宮 21 号」が年に一度の夜間運行!! その他、公園内を
流れる川を活用した多彩なイベントがまつりを盛り上げます。さあっ、皆さんも大自然に囲まれた緑と水、そして
澄みきった空気が調和した丸瀬布に遊びに来てみませんか?

遠軽町郷土館 「えんがる星の観察会」
■日 時…8 月１２日（日） ２０時～２１時
（受付は１９時３０分～）
※曇天または悪天候の場合は、
「中止」となります。
■会 場…見晴牧場（コスモス園「虹のひろば」そば）
■対 象…親子または一般
（高校生以下は、保護者同伴で申込みください）
■参加料…無 料
■申込み…８月８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）
遠軽町郷土館（℡0158-42-5942）

「ペルセウス座流星群」は、8 月 12 日から 13 日を中心に活動し、最も観察のしやすい流星群として有
名です。気象条件が良ければ 15 年ぶり大接近の「火星」や「木星」
「土星」も観察することができるかも。
遠軽天文同好会の皆さんが、優しくサポートします！

第５回 アンジくんのふるさとまつり
■日 時… ８月１８日（土）１５時～２１時【盆踊り・花火大会】
８月１９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
■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
（えんがる観光協会白滝支部℡0158-48-2099）

恒例の「仮装盆踊り」
「トラクター引き」など各種イベントが目白押し。
今年の夏もアンジくんやこけもも姫に会いに行こう!!

晩夏の湧別大落語会
■日 時…８月２２日（水）開演１８時３０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…全席自由 一 般
2,500 円（当日 500 円増）
高校生以下 1,000 円（当日 500 円増）
鑑賞会員 2,200 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）
滑稽派・柳家の王道をゆく、寄席の爆笑王。圧倒的な存在感を誇る大看板、
柳家権太楼。豪放磊落で、飄々とした語り口が持ち味。東京・桂派宗家の大
名跡を継ぐ、桂文治。そして先代の DNA を継ぐ、TV でお馴染みの人気者、
林家三平。そこに紙切りの林家二楽が色を添え、お届けする大落語会。湧別
の短い夏を熱く盛り上げます！

遠軽町郷土館 特別展 世界の宝石「黒曜石展」
■日 時…７月２９日（日）～９月２日（日） ９時～１７時
■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）

白滝をはじめ、道内、国内の黒曜石を展示します。様々
な表情を持つ黒曜石の魅力をお楽しみください。

９月のイベント
シンデレラ夢２０１８
■日 時…９月１日（土）～２日（日）
１日（土）１８時～２２時、２日（日）１０時～１５時
■会 場…＜パレード＞佐呂間町商店街（１日１８時～）
＜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）

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、多彩な催しのある２日間です！

0 歳から楽しめる「ミッフィーの音楽会」
■日 時…９月９日（日） １回目開演：１１時
２回目開演：１４時（開場は共に３０分前）
■会 場…湧別町文化センターＴＯＭ（℡01586-2-2188）
■入場料…全席自由 一 般
1,000 円（当日 500 円増）
中学生以下
500 円（当日 300 円増）
鑑賞会員
800 円
※お子さま膝上の場合無料。
（但し、お席が必要な場合は有料）
■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）
人気絵本のミッフィーが、ミッフィーハーモニー楽団と一緒に音楽の楽しさを伝えます。ミッフィーとその仲間た
ちが音楽に合わせて歌ったり、踊ったり。お子様連れで楽しめる音楽会です。生演奏を目で見て、耳で聴いて、体
で感じて。音楽を知る第一歩。ミッフィーたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

第４２回 湧別町民大学を開講します
■日 時…９月１２日（水）～１１月１３日（火）
（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）
今年４２年目を迎え、ますます充実の湧別町民大学は、町外の方の受講も大歓迎◎
① ９ 月１２日（水） 野球評論家
白井 一幸 さん
② ９ 月２７日（木） 人間性脳科学研究所 所長
澤口 俊之 さん
③10 月 ９日（火） ㈱日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介 さん
④10 月２５日（木） ヒカリカナタ基金 代表
竹内 昌彦 さん
⑤11 月 1３日（火） 札幌医科大学医学部 教授
當瀬 規嗣 さん
白井一幸さん

澤口俊之さん

※詳細は湧別町のホームページからチラシをご覧ください。

遠軽町郷土館 「ナイト・ミュージアム」
■日 時…９月１７日（祝・月）～１８日（火）
※両日とも、１７時～２１時
■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の夜間開館「ナイト・ミュージアム」
を開催します。公設グラウンドでは、安全・安心まちづ
くり「秋まつり」が開催され、たくさんの「露店」で賑
わいます！

企画展「松浦武四郎『由宇辺津誌』を辿る旅」シンポジウム
■日 時…９月２０日（木） １５時３０分～１８時
■会 場…遠軽町福祉センター２階大会議室
■講 師…安彦良和氏（漫画家）
、三浦泰之氏（北海道博物館）
北沢 実氏（元帯広百年記念館長）
■入場料…無 料
■問い合わせ先…白滝教育センター（℡0158-48-2213）

北海道の名付け親「松浦武四郎」の足跡と、
「郷土史の保存と
歴史観光の活用」を考えます。ぜひご参加ください。

第５２回 佐呂間町総合文化祭
■日 時…９月２２日（土）～２３日（日）
（作品展示会）２２日（土）～２３日（日）
９時～１７時
（芸能発表会）２２日（土）１３時～１６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（金子）
（℡ 090-8638-2951）

佐呂間町の文化団体による作品展示（生花、手芸、書道等）
・芸
能発表（ブラスバンド、カラオケ、日舞、ダンス等）が行われ
ますのでぜひご来場ください。

第３８回湧別町産業まつり
■日 時…９月２３日(日) ９時３０分～
■会 場…湧別町町民憩いの広場
■入場料…無 料
■問い合わせ先…実行委員会事務局（湧別町商工観光課℡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４０回 がんぼう大学祭
■日 時…【展示】 ９月２９日（土）～３０日（日）
※両日とも、９時～１７時
【芸能】 ９月３０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４０回目となる、高齢者大学「瞰望大学」の一大イベント！多彩な展示作品や趣向の凝ら
した芸能など、日頃の学習の成果を発表します。たくさんのご来場をお待ちしています。

サロマ大収穫祭
■日 時…９月３０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」
、佐呂間漁協による「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日で
す！どうぞ皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください！

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 ６日（土）１０時～１７時
７日（日）１０時～１６時
【芸能の部】１０月２１日（日）１３時～
※各開催時間は予定です。
■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。

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 samanabi@town.saroma.hokkaido.jp （平成３０年度担当/佐呂間町教育委員会）

