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「夏休み」の自由研究や思い出づくりの情報が満載！
「初秋」を楽しむイベント情報も目白押しです！

８月のイベント
企画展「いなくなった生き物といなくなりそうな生き物たち」
■日 時…７月 15 日（土）～９月 24 日（日） ９時～１７時
■会 場…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
■入場料…無 料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 白滝教育センター（℡0158-48-2213）

過去に絶滅したマンモスから自然環境と人のかかわりについて
考える企画展です。景品がもらえるチケットミッションも開催
します（有料）
。詳しくは白滝ジオパークホームページをご覧く
ださい http://geopark.engaru.jp/

遠軽町郷土館 「えんがる星の観察会」
■日 時…8 月 12 日（土） ２０時～２１時
※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）
■参加料…無 料
■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「木星」や「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！
（画像提供：遠軽天文同好会）

自然環境保全の現場と博物館の連携を考えるワークショップ
■日 時…８月１９日（土）１３時～１６時 基調講演＆グループワーク
２０日（日） ８時～１２時 フィールドワーク
（ウチダザリガニ防除活動）
■会 場…遠軽町白滝国際交流センター
■入場料…無 料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 白滝教育センター（℡0158-48-2213）

ウチダザリガニの防除活動など地域の環境保全の活動と博物館のこれ
からについて考えるワークショップです。詳しい内容は白滝ジオパーク
ホームページをご覧ください。
http://geopark.engaru.jp/

ウェイウェイ・ウーデビュー１５周年記念コンサート Legacy Tour
■日
時…８月２０日（日） 開演 １８時
■会
場…佐呂間町町民センター
■入 場 料…大人 2,000 円、中学生・高校生 1,000 円
小学生以下無料
■問い合わせ先…佐呂間整骨院（℡ 01587-2-2444）

今年でデビュー１５周年を迎える上海生まれの二胡奏者ウェイ
ウェイ・ウーさんのコンサートを開催します。
中国の伝統的な擦弦楽器「二胡」の素敵な音色をみなさまにお
届けします！たくさんの方のご来場をお待ちしております。
※佐呂間町芸術文化支援事業を利用して実施されます。

９月のイベント
シンデレラ夢２０１７
■日 時…９月２日（土）～３日（日）
２日（土）１８時～２２時、３日（日）１０時～１５時
■会 場…＜パレード＞佐呂間町商店街（２日 １８時から）
＜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、２日間多彩な催しが開催されます！
ご家族みなさんでお楽しみください。

湧別町中湧別図書館「古本市」
■日 時…９月１０日（日） １０時～１４時
■会 場…湧別町文化センターＴＯＭ
■入場料…無 料
■問い合わせ先…湧別町中湧別図書館（℡01586-2-3150）

古本の無料リサイクル市です。雑誌、小説、マンガ、絵本など
様々なジャンルの本があります。毎年好評の雑誌付録も出展し
ますので、ご家族そろってご来場ください。

第４１回 湧別町民大学を開講します
■日 時…９月１３日（水）～１１月１０日（金）
（全 5 回） 【受付】１８時３０分 【開講】１９時
■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４１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◎
①9 月 13 日（水） スポーツジャーナリスト／大阪芸術大学教授 増田 明美 氏
②9 月 2８日（木） 公立鳥取環境大学環境学部学部長・教授
小林 朋道 氏
③10 月 17 日（火） コリアンジャーナリスト
髙 英起（コウ ヨンギ） 氏
④10 月２６日（木） 精神科医／立教大学教授
香山 リカ 氏
⑤11 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

※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。

増田 明美 氏
香山 リカ 氏

しげちゃん一座「絵本朗読＆ライブショー」
■日 時…公 演：９月１６日（土）開演１６時３０分（予定）
開場１６時００分（予定）
■会 場…湧別町文化センターさざ波（℡01586-5-3189）
■入場料…一般 1,800 円 親子ペア 2,000 円 高校生以下 500 円
（当日一般・親子 500 円増、高校生以下 100 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）

しげちゃんこと室井滋さん、絵本作家・長谷川義史さんの歌や
朗読をピアノ奏者・大友剛さん、サックス奏者・岡淳さんのメ
ロディにのせて楽しく、時に切なく絵本の世界を演じます。お
子様はもちろん、大人の方でも楽しめるライブショーです！

遠軽町郷土館 「ナイト・ミュージアム」
■日 時…９月１７日（日）～１８日（月・祝）
※各日とも、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！

第３７回湧別町産業まつり
■日 時…９月２３日（土） ９時３０分から
■会 場…湧別町憩いの広場
■入場料…無 料
■問い合わせ先…実行委員会事務局（℡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３９回 がんぼう大学祭
■日 時…【展示】 ９月２３日（土）～２４日（日）
９時～１７時（２４日は１５時まで）
【芸能】 ９月２４日（日） １０時から
■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３９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発表
など、日頃の学習の成果を発表します。たくさんのご来
場を心よりお待ちしています。

第５１回 佐呂間町総合文化祭
■日 時…９月２３日（土）～２４日（日）
【作品展示会】２３日（土）～２４日（日）
９時～１７時
【芸能発表】 ２３日（土） １３時～１７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（井上）
（℡01587-2-3560）

佐呂間町の文化団体による作品展示（生花、手芸等）
・芸能
発表（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。

１０月のイベント
サロマ大収穫祭
■日 時…１０月１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！今年は管内の商工会が集う「オホーツクフェステ
ィバル」が合同開催され、さらに賑わいをみせます。どう
ぞ皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください！

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
８日（日）１０時～１６時
【芸能の部】１０月１５日（日）１３時から
（各開催時間は予定）
■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 shakyo@engaru.jp （平成２９年度担当/遠軽町教育委員会）

