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★ファミリー愛ランドＹＯＵ（
ファミリー愛ランドＹＯＵ（湧別町）
湧別町）
ファミリー愛ランド YOU は４月 29 日にオープンします。今年も様々なイベントを企画しながら皆様をお迎えいたし
ますので、ぜひ遊びに来てください。
○開園期間 ４月２９日（金）～１０月１０日（月） ９時３０分～１７時（９月 21 日（水）からは１６時まで）
○休 園 日 毎週月曜日及び祝日の翌日
○料
金 入園料無料・乗り放題券 1,600 円（３歳以上）
※問い合わせ ファミリー愛ランド YOU（℡01586-8-2455）

★佐呂間町武道館・温水プール（佐呂間町）
冬季間休業しておりました「温水プール」が 5 月 1 日（日）午前 10 時から営業を再開いたします。泳力・体力の向
上はもちろん、生活習慣病の予防・改善等にもぜひご活用ください。
○開館時間 平日（火～金）
：13 時～21 時 土日：10 時～17 時
○休 館 日 毎週月曜日及び祝日の翌日
○施設のご案内
・競泳用プール 25m×7 コース、水深 1.2m～1.3m
・小児用プール 15m×3 コース、水深 75cm
・幼児用プール 水深 45cm
○料
金
・当日使用料
大人：300 円
小・中学生：100 円
・回数券（6 枚綴り） 大人：1,500 円
小・中学生：500 円
※その他の区分についてはお問い合わせください。
※問い合わせ 佐呂間町武道館・温水プール「Ｓｔａr」
（℡01587-2-2261）

★丸瀬布森林公園いこいの森（遠軽町丸瀬布）
★丸瀬布森林公園いこいの森（遠軽町丸瀬布）
例年、多くの方にご利用いただいております「森林公園いこいの森」が
いよいよオープン!! 北海道遺産 森林鉄道蒸気機関車「雨宮（あめみや）
21 号」の運行もスタートします。いこいの森では、道内屈指の人気を集
める「キャンプ場」や、一昨年から新登場した「軌道用自転車(トロッコ)」
をはじめ、愛犬家の為に「ドッグラン」も整備!! 釣り好きの皆さんには、
園内を流れる川で渓流釣りも楽しめます。遊びつかれた後は、地域自慢の
「やまびこ温泉」
、
「マウレ山荘」でリフレッシュ!!
さあ、今年のＧＷは「森林公園いこいの森」でやすらぎの一時を。
○開園式 4 月 29 日（金）10 時から
※開園式終了後、雨宮 21 号が運行します
※問い合わせ 丸瀬布総合支所産業課（TEL 0158-47-2213）

事業名

「めぐみ引き裂
かれた家族の
30 年」上映会

佐呂間町文化連盟
50 周年記念 全町
カラオケまつり

ジオパーク
ミッション
2016

事業名

《30 周年記念
周年記念》
記念》
2016 かみゆうべつ
チューリップフェア

日 時

会 場

入場料

4 月 10 日（日）
・10 時 30 分～
・18 時 30 分～

湧別町文化センター
TOM

500 円

お問合せ先
上映会実行委員会
℡01586-5-3132

拉致被害者の横田めぐみさんとその家族の歴史を描いたノンフィクション映画の上映会です。
上映は 1 日 2 回。ぜひその目でご覧ください。
4 月 24 日（日）
13 時開演

佐呂間町
町民センター

無 料

℡01587-2-2255

佐呂間町文化連盟
事務局 井上孝一
℡01587-2-3560

佐呂間町文化連盟の発足 50 周年を記念したカラオケ大会を開催。佐呂間町内のカラオケサー
クルが一堂に会し、日頃の練習の成果を披露します。ぜひ足をお運びください。
4 月 29 日（金）
～5 月 5 日（木）
9 時～17 時

遠軽町埋蔵
文化財センター
白滝ジオパーク
交流センター

<参加料>※展示室入館料
一 般
240 円
高校生以下 120 円

遠軽町埋蔵
文化財センター
℡0158-48-2213

白滝ジオパークのナゾを解け！館内に隠されたミッションをすべてクリアしよう。すべてのナ
ゾを解いた方にはステキな記念品をプレゼントします。ぜひ、この機会に白滝ジオパークまで
お越しください。

日 時

会 場

５月 1 日（日）
～６月上旬
※開花状況に
より変動あり
８時～18 時
入園は17時30分
まで

湧別町かみゆうべつ
チューリップ公園

入場料
大人：500 円
（400 円）
小人：250 円
（200 円）
※( )内は10 人以上
の団体割引
<シーズン券＞
大人：800 円
小人：400 円

お問合せ先

湧別町観光協会
℡01586-2-3600

7ｈａの広大な畑におよそ 200 品種の鮮やかなチューリップが一面に咲き誇る景色はまさ
に絶景！30 周年事業をはじめ、園内を巡るガイド付きの電動バス（大人 300 円）の運行、
チューリップの掘取体験販売などを行います。詳細は公式ホームページからご確認くださ
い。
［HP アドレス www.town.yubetsu.lg.jp/tulippark］

大平まゆみ
ソロコンサート
at JRY

吉川忠英コンサート
With 白鳥英美子

5 月 15 日（日）
１7 時３０分開場
１8 時００分開演

湧別町
ふるさと館 JRY
℡01586-2-3000

一般：2,000 円
学生：1,000 円

ジェリー・メセナ・
クラブ
℡090-8636-2504

札響コンサートマスター、バイオリニストの大平さんによるクラシック入門コンサートで
す。分かりやすく、易しく、あなたをクラシックの世界にお招きします。
5 月 2０日（金）
１８時３０分開場
１９時００分開演

湧別町
ふるさと館 JRY
℡01586-2-3000

未 定

良いもの見よう
聞こう会
（湧別町教育委員会）
℡01586-5-3132

「なごり雪」
「木綿のハンカチーフ」等の印象的なギターでおなじみ吉川忠英に、トワ・エ・
モアのボーカル白鳥英美子の透明な歌声をお楽しみください。

事業名

第 44 回
まるせっぷ藤まつり

日 時

会 場

6 月 12 日（日）
10 時～15 時

丸瀬布弘政寺・
平和山公園
＜雨天時＞
丸瀬布中央公民館

入場料

お問合せ先

無 料

丸瀬布総合支所
産業課
℡0158-47-2213

メインはテツ and トモの「お笑いショー」！その他、
「ふじ娘・藤むすこコンテスト」
、
「遠
軽高校吹奏楽局演奏会」
、丸瀬布地域の特産物を山ほど提供「ドキドキ抽選会」
、あたり一面
に咲きみだれる藤のほのかな香りを楽しみながらの「のだて」等、
「花より･･･」の方のため
に屋台も数多く出店予定！咲き競う、約 200 株の藤の花の競演もお見逃しなく！！
6 月 3 日（金）
19 時開演
6 月 4 日（土）
14 時開演

佐呂間コミュニティ
センター

500 円
小学生以下無料

実行委員会
代表 安田邦弘
℡01587-6-2515

カンテレ演奏会
℡01587-2-3360
～森と湖の国から
森と湖の国フィンランドの伝統的な弦楽器「カンテレ」の演奏会を、森と湖の町佐呂間町で
森と湖の町へ～
森と湖の町
へ～
開催します。演奏するのはフィンランド在住で、国際カンテレコンクールで何度も入賞経験
のある Makiko さん。日本では聞く機会の少ない「カンテレ」の音色をお楽しみください。

６月 26 日（日）

第 31 回
サロマ湖 100ｋｍ
100ｋｍ
ウルトラマラソン

（100km の部）
湧別町～北見市
（50km の部）
佐呂間町～北見市

参加申込は
締め切りました

湧別町教育委員会
佐呂間町教育委員会

今年も 4,000 人を超えるランナーがゴールの地、北見市常呂町スポーツセンターを目指し
て走ります。100ｋｍの部は午前５時湧別総合体育館をスタート、50km の部は午前 10
時佐呂間町 100 年広場でスタートします。たくさんの応援をお待ちしております！

平成 28 年度 良いもの見よう聞こう会鑑賞会員募集中（湧別町）
良いもの見よう聞こう会鑑賞会員募集中（湧別町）
湧別町のコンサートや各種ステージなどを主催運営している鑑賞団体「良いもの見よう聞こう会」では、新年度の
鑑賞会員を募集しています。たくさんの方の入会をお待ちしています！
☆鑑賞会員の特典 チケットの割引（一部公演除く）
・情報誌の発行・一部公演で先行予約
☆年会費 500 円
※鑑賞会員は年度ごとに更新され、新しく会員となられた方は、年会費を支払ったその日から年度末（３月３１日）
までが有効期限となります。
☆平成２8 年度の予定公演（開催日は予定です）
○５月 20 日（金） 吉川忠英コンサート with 白鳥英美子
○７月 30 日（土） 劇団東京乾電池「ただの自転車屋」
○８月 28 日（日） 瀬木貴将 LIVE at JRY
○11 月予定
MALTA エキサイティングライブ
☆問合せ先：同会事務局 ℡01586-5-3132（湧別町教育委員会内）

ジャンボかぼちゃを育ててみませんか？（佐呂間町）
ジャンボかぼちゃを育ててみませんか？（佐呂間町）
「さろまシンデレラ夢実行委員会」では、育てる楽しさを体験していただくとともに、地域コミュニケーションのきっか
けにしていただきたく、ジャンボかぼちゃの種をプレゼントしています。上手に育てれば 200～300ｋｇに育つかぼち
ゃです。ご家庭のほか、幼稚園、保育所、学校や老人施設などで育ててみてはいかがでしょうか？
○応 募 要 領：希望者の住所・氏名・郵便番号を記入し、９２円切手を
貼った返信用封筒を同封のうえ、封書にて実行委員会ま
でお申し込みください。
○応
募
先：〒093-0592 常呂郡佐呂間町字永代町３番地１
シンデレラ夢実行委員会 宛
○応 募 期 間：平成 28 年 4 月 15 日まで（当日消印有効）
○種 発 送 時 期：4 月下旬に栽培方法を同封してお送りいたします。
ジャンボかぼちゃの種 5 粒、食用えびすかぼちゃ
の種５粒をお送りします。
○問 合 せ 先：シンデレラ夢実行委員会事務局 （℡090-1520-5513）

第 33 回 歩くスキーの集い（遠軽町白滝）
２月 21 日（日）に北大雪クロスカントリースキーコースで
33 回目を迎える歩くスキーの集いが開催されました。白滝地
域の小・中学生を中心に約 60 名が参加し、低学年は 3 ㎞の
特設コース、小学３年生以上は全日本スキー連盟公認の５㎞コ
ースを滑走しました。当日は雪が降るあいにくのコンディショ
ンでしたが、参加者はゴールを目指して最後まで頑張っていま
した。
これまでも地元では多くの子ども達がこのコースで練習を積
み、クロスカントリー競技で活躍しています。12 月から３月
まではどなたでも利用可能ですので、冬期間のスポーツとして
クロスカントリースキーに挑戦してみませんか？
【北大雪クロスカントリースキーコース】
場所：遠軽町白滝天狗平（北大雪スキー場向かい）※高規格道路奥白滝ＩＣを利用すると便利です。
期間：12 月～３月（ただし、３月は火・木・土・日曜日と祝日に利用できます。
）

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
☆遠軽町教育委員会
☆遠軽町丸瀬布教育センター

℡01586-5-3132
℡0158-42-2191
℡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 samanabi@town.saroma.hokkaido.jp（担当/佐呂間町教育委員会）

