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１０月のイベント
遠軽町図書館まつり２０１８
■日 時…１０月６日（土）～７日（日）
開館時間 ９時３０分～１８時３０分
催し物開催時間 ９時３０分～１６時３０分
■会 場…遠軽町図書館
■問い合わせ先…遠軽町図書館（℡0158-42-3632）

恒例の「図書館まつり２０１８」を開催します。
「古本市」や「あ
そびのひろば」
、恒例の「お茶会」など、子どもから大人まで楽し
める催し物を用意します。ご家族おそろいでお越しください。

湧別町少年柔道大会「上野カップ 2018」
【大会の開催（観覧自由）
】
■日 時…１０月 7 日（日）
開会式９時 試合開始 ９時３０分 終了予定１４時
※全道各地より小・中学生の選手が出場します。ぜひ、ご観覧ください。
■会 場…湧別町湧別総合体育館 （アリーナ）
（℡01586-5-2229）
■入場料…無 料
■模範演技…９時２０分からオリンピックメダリストによる模範演技を実施します。
上野雅恵氏 上野順恵氏 上野巴恵氏 新井千鶴選手 近藤亜美選手
■吹奏楽演奏…１２時から湧別中学校吹奏楽部による選手への激励演奏を行います。
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）

上野 雅恵氏

上野 順恵氏

上野 巴恵氏

新井 千鶴選手

近藤 亜美選手

【サイン会】
■日 時…１０月 7 日（日） 午前の部：１０時２０分～１０時５０分
午後の部：１３時３０分～１４時
■会 場…湧別町湧別総合体育館 （１階プレイルーム）
■出演者…新井 千鶴選手（2017 世界柔道選手権金メダリスト）
近藤 亜美選手（リオオリンピック銅メダリスト）
■入場料…無 料
■その他…色紙とペンをご持参ください。
（１人１枚限定）
■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）
注意）サイン会は、柔道大会「上野カップ 2018」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、競技の進行状況により時間が変更にな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」
、
「リオオリンピック銅メダリストの近藤亜美選手」が湧別町にやってきます！

第３８回 えんがる町民音楽の広場
■日 時…１０月７日（日） 開場：１２時 開演：１３時
■会 場…遠軽町総合体育館（℡0158-42-1903）
■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。

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 時から
■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、お越しください。

第４２回湧別町民大学
今年で４２回目となる湧別町民大学が、９月から５人の講師を迎えて開催しています。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。
■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）
① 10 月 9 日（火） ㈱日本総合研究所 主席研究員
演題「湧別町で見つけた未来の種」

藻谷 浩介 氏

② 10 月２5 日（木） ヒカリカナタ基金代表／
社会福祉法人岡山ライトハウス理事長
竹内 昌彦 氏
演題「見えないから見えたもの～生きる意味、命の尊さ、感謝の思いを語る～」
③ 11 月 13 日（火） 札幌医科大学医学部 細胞生理学講座 教授 當瀬 規嗣 氏
演題「生きるしくみ～食べることの意味～」
※毎週水曜、道新くらし面にコラム連載中。

とうせ

のりつぐ

當瀬 規嗣 氏

えんがる町民大学「蓮池 薫 講演会」
■日 時…１０月１４日（日） 開場：13 時 開演：13 時 30 分
■会 場…生田原集会施設「かぜる西」
（℡0158-45-2527）
■入場料…当日券 一般（高校生以上） １，０００円
（遠軽町民のみ、前売券「８００円」が購入可）
（未就学児の入場はご遠慮ください）
■テーマ 「断ち切られた夢と絆」～拉致に翻弄された２４年～
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 （℡0158-42-2191）
生田原教育センター（℡0158-45-2010）

２４年間、北朝鮮での生活を余儀なくされた拉致被害者「蓮池 薫 氏」の講演
会です。現在も世界中に注目され続ける北朝鮮情勢について理解を深めます。

安保 真『～サロマ～ふるさと展』
■日 時…１０月２３日（火）～２９日（月）１０時～１９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（℡01587-2-1295）

佐呂間町出身で現代墨絵作家として幅広く活躍している「安保 真」さ
んの作品展を今年も開催します！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。

第５０回 丸瀬布総合文化祭
■日 時…【展
示】１０月２６日（金）～２８日（日）９時～２２時
【芸能発表】１０月２８日（日） １２時から
■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）

丸瀬布地域各文化団体、及び丸瀬
布の小中学生の作品展示をはじ
め、多彩な芸能発表が行われます。
今年は第５０回記念として尺ルー
ト演奏など趣向を凝らしています
ので、ぜひご来館ください。

第５５回 遠軽総合文化祭
■日 時…【展示】１０月２６日（金）～２８日（日）
９時～１９時（最終日は１６時まで）
【芸能】１１月 ３日（土・祝） １０時から
■会 場…遠軽町福祉センター（℡0158-42-4135）
■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。

しらたき文化祭作品展
■日 時…１０月２６日（金）～２９日（月）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。

１１月のイベント
湧別地区総合文化祭
■日 時…【展示の部】１１月２日（金）１０時～１８時
３日（土・祝）１０時～１４時
【芸能の部】１１月３日（土・祝）１２時３０分から
※各開催時間は予定です。
■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団体による、書道･華道･写真･手芸・盆栽等
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、
お越しください。

佐呂間町図書館まつり
■日 時…１１月３日（土・祝）10 時～17 時
■会 場…佐呂間町立図書館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町立図書館（℡01587-2-2215）

文化の日にあわせて図書館まつりを開催します。今年の図書館まつりは、
としょかん縁日、わくわくお話タイム、人形劇、夢中遊び、ビンゴ大会等、
楽しいイベントを行います。ぜひご家族でお越しください。

えんがる町民大学「杉村 太蔵 講演会」
■日 時…１１月１３日（火） 開場：１８時３０分 開演：１９時
■会 場…遠軽町福祉センター（℡0158-42-4135）
■入場料…当日券 一般（高校生以上） １，０００円
（遠軽町民のみ１０月１５日（月）より、前売券「８００円」が購入可）
（未就学児の入場はご遠慮ください）
■テーマ 「どん底からの人生大逆転劇」
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会（℡0158-42-2191）

派遣社員から外資系証券会社勤務を経て、２００５年９月総選挙で最年少当選を果たした元衆議院議員「杉村
太蔵 氏」の講演会です。タレントや事業家・投資家としても活躍する杉村氏のお話にご期待ください！

平成３０年度 遠軽町『少年の主張』大会
■日 時…１１月１８日（日） 開場：１３時 開演：１３時３０分
■会 場…遠軽町福祉センター（℡0158-42-4135）
■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。

１２月のイベント
第 3１回町民音楽の広場
■日 時…１２月９日（日）開演１２時３０分～（開演時間は変更する場合があります）
■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…事務局（℡080-5581-4791 モリ office.onpiro@gmail.com）

小学生から大人まで、湧別と音楽を愛する人達が、様々なジャンルの音楽を持ち寄って作るコンサートで
す。毎年色々な企画を用意して、皆さんのお越しをお待ちしています。ぜひ足をお運びください。
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 samanabi@town.saroma.hokkaido.jp （平成３０年度担当/佐呂間町教育委員会）

