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国内外から「スキートップアスリート」たちが、
遠軽町にやってくる！ FIS FAR EAST CUP 2018
～

FIS ファーイーストカップ 2018
アトミックカップ、遠軽信用金庫杯、デサントカップ

国内外の「スキートップアスリート」たちによる FIS（国際スキー連盟）公認大会「FIS ファーイーストカップ
2018 アトミックカップ、遠軽信用金庫杯、デサントカップ」が遠軽町で開催されます。トップスキーヤーによ
る豪快な滑りは「必見！」です。たくさんのご来場と選手たちへの温かいご声援をお願いします。
〔大会オフィシャルスポンサー〕

■日 時
≪公開トレーニング≫
・３月４日（日） 9 時～１３時
≪アトミックカップ 大回転 男女≫
・３月５日（月） 9 時 競技開始
≪遠軽信用金庫杯 回転 男女≫
・３月６日（火） ９時 競技開始
≪デサントカップ 回転 男女≫
・３月７日（水） ９時 競技開始
■会 場
えんがるロックバレースキー場
■入場料 無 料
■問い合わせ先
【大会事務局】
遠軽町教育委員会社会教育課
（℡0158-42-2191）

２月のイベント
やまびこ温泉 雪中パークゴルフ大会
■日 時…2 月 ３日（土） 節分杯雪中 PG 大会
１０時から
2 月 1７日（土） やまびこ温泉杯雪中 PG 大会
１０時から
3 月 ３日（土） ひな祭り杯雪中 PG 大会
9 時から
※天候によって、日時が変更になる場合もあります。
■会 場…遠軽町丸瀬布上武利「やまびこ温泉特設 PG」
■参加料…1,000 円（入浴料、昼食代込み）
■問い合わせ先…丸瀬布総合支所産業課（℡0158-47-2213）

「やまびこ温泉」に設営された１８ホールの雪中パーク
ゴルフ場において開催されるパークゴルフ大会。
夏とはひと味違った、雪上ならではの楽しさを味わって
みませんか。

神秘の刻 山彦の滝ナイトツアー
■日

時…２月３日（土）
、１７日（土） １７時３０分～１８時３０分
３月３日（土）
１７時３０分～１８時３０分
■集合場所･･ やまびこ温泉（遠軽町丸瀬布上武利）
■募集人員･･ 各日、定員４０名
※申込時、定員になっている場合があります。ご了承ください※
■参 加 料･･ 小学生 1,000 円、中学生以上 1,800 円
※ガイド料、やまびこ温泉入浴料、食事代、保険料 含む
■問い合わせ先･･ 丸瀬布総合支所産業課（℡0158-47-2213）

北海道の厳しい冬を物語るように、辺り一面原始林に囲まれた中で創
り出される造形美、氷柱の「山彦の滝」をライトアップします。

厳冬!! 山彦の滝観察会
■日 時･･ ２月４日（日） ９時～１２時
３月４日（日） ９時～１２時
■会 場･･ 丸瀬布昆虫生態館、
「山彦の滝」周辺
■参加料･･ 小学生 1,000 円、中学生 1,300 円、
高校生以上 1,500 円
※昆虫生態館入館料、温泉入浴券、
昼食補助券、保険代 含
■問い合わせ先･･ 丸瀬布教育センター
（℡0158-47-2456）

丸瀬布の豊かな大自然を越冬する小動物や
蝶の卵、運が良ければオジロワシの生態など
を観察しながら、高さ「２８ｍ」から打ち落
される氷柱の滝を求め、冬のトレッキングを
楽しみます。この機会に、自然が生み出す神
秘的な景観を是非ご覧ください。
「山彦の滝（裏見の滝）
」が氷結した様子

TubamanShow（チューバマンショー）
■日 時…２月４日（日） 開場：１３時００分 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…遠軽町教育委員会社会教育課（℡0158-42-2191）
地球を遠く離れたチューバ星からやってきた「ユーフォマン」と「チ
ューバマン」の二人組。ジャズ？クラシック？世界中の色々な音楽
のスタイルを取り入れたオリジナル楽曲。グループ感あふれるプレ
イで地球の人々をシアワセに！子どもから大人まで楽しめるコンサ
ートです。
（主催：遠軽町音楽振興実行委員会）

遠軽書道連盟 新春書道展
■日 時…２月６日（火）～１８日（日）
※１３日（火）は休館日
■会 場…木楽館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…遠軽書道連盟 事務局 二瓶
（℡0158-42-4812 職場）
年の初めにあたり、連盟会員７名の日ごろの鍛錬の成果を
発表いたしますのでご笑覧ください。白と黒、線と造形の
美をどうぞお楽しみください。

サイエンスキャラバン in サロマ
■日 時…２月１８日（日） １０時～１３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
いっぱいの体験が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、ぜひお誘い合わせの上、会場にお越しください。

第４回 佐呂間町寿大学 学園祭
■日 時…学園祭

２月２１日（水）
１０時３０分～１４時３０分
作品展示会 ２月 ８日（木） １３時から
～２月２１日（水） １４時３０分まで
■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）

佐呂間町寿大学（高齢者学級）では、学生が主体となって企画・運営をし、日頃の学習成果の発表と学生同士の
交流の場として、
「学園祭」を開催します。
クラブ発表会では、４つのクラブがステージ上で歌声やダンスを披露します。作品展示会では 3 つのクラブの作品
が展示されますので、ぜひ会場にお越しください。

３月のイベント
雪と林と風の道 第２２回 森林浴・歩くスキーと語る夕べ
■日 時…3 月 1０日（土） 語る夕べ（講演会） １５時００分～１７時３０分
3 月 1１日（日） 歩くスキー 受付：８時３０分、スタート：９時３０分
■会 場…【語る夕べ】
丸瀬布中央公民館 講堂
【歩くスキー】 道道上武利丸瀬布線 特設コース（１８キロ）
■講 師…【語る夕べ】
演題「地域から変革する日本」
東京大学名誉教授 月尾 嘉男 氏
演題「津波ヴァイオリンの制作」
日本ヴァイオリン文化芸術振興財団理事 中澤 宗幸 氏
演題「ヴァイオリン演奏」
ヴァイオリニスト 中澤きみ子 氏
■参加料…【語る夕べ】
無 料
【歩くスキー】 小学生まで 1,000 円（入浴料、昼食代セット）
中学生以上 2,500 円（入浴料、昼食代セット）
■問い合わせ先…丸瀬布総合支所産業課（℡0158-47-2213）

大雪山連邦の広大な自然とふれあい、森林と親しみながら健康増進を図るとともに、
「東京大学名誉教授 月尾 嘉
男先生」による「語る夕べ」では、その年々の世界的な問題を取り上げ、映像を取り入れながら自然環境への高揚
意識を高めます。

町民芝居ゆうべつ第 1６回公演「駅 ―『猿間湖』
」
■日 時…３月１８日（日） 開演：１４時
■会 場…湧別町文化センターさざ波大ホール
■入場料…無 料（整理券が必要です）
■問い合わせ先…劇団事務局（℡080-5581-4791/茂利）

町の歴史を題材に脚色した演劇を、町民自らの手で作
り続ける町民芝居ゆうべつの第 1６回公演。湧網線の
とある駅「猿間湖」を舞台に、そこで繰り広げられる
家族の物語、住民たちの物語をオムニバス形式で描き
ます。どうぞ足をお運びください。

（注：掲載した写真は昨年度公演）

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の
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）

