
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ｍｉｎｃｈｉ絵本原画展
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☆ｍｉｎｃｈｉ絵本原画展
 

■日 時 １０

期間中の休館日

■会 場 佐呂間町立図書館

■入 場 料 無料

■お問い合わせ

 

☆第 44 回

■日  時 ９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回）

■会  場 湧別町文化センターＴＯＭ

■受 講 料 １

      受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。

■お申込み 共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。

         電

          ＦＡＸ

         メール

         （平日

■お問い合わせ

遠軽町・佐呂間町・

～あなたの暮らしをサポートする

10 月の

絵本作家 

します。歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々を

けます。 

10 月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

①10 月３０日（金）

札幌山の手高等学校

演題 

②1１月１３日（金）

札幌大学地域共創学群教授

演題 

 

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

みなさまのご理解とご協力をお願いし

  なお、

ので、あらかじめ

☆ｍｉｎｃｈｉ絵本原画展

１０月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分

期間中の休館日

佐呂間町立図書館

無料 

問い合わせ 佐呂間町立図書館

 

回 湧別町民大学開講中

９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回）

湧別町文化センターＴＯＭ

１講座のみ 

受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。

共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。

電 話 01586

ＦＡＸ 01586

メール shakyo@town.yubetsu.lg.jp

（平日 8 時

お問い合わせ 事務局（

町・佐呂間町・

あなたの暮らしをサポートする

月のイベント

 ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々を

 

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

月３０日（金）

札幌山の手高等学校

 「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」

１月１３日（金）

札幌大学地域共創学群教授

 「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

みなさまのご理解とご協力をお願いし

なお、今後の情勢によ

ので、あらかじめ

☆ｍｉｎｃｈｉ絵本原画展

月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分

期間中の休館日 １０月１９日（月）

佐呂間町立図書館 

佐呂間町立図書館 

湧別町民大学開講中

９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回）

湧別町文化センターＴＯＭ

 500 円、共通

受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。

共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。

01586-5-3132

01586-5-3710

shakyo@town.yubetsu.lg.jp

時 30 分～17

事務局（湧別町文化センターさざ波：

町・佐呂間町・湧別町 

あなたの暮らしをサポートする

イベント 

ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々を

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

月３０日（金） 

札幌山の手高等学校 ラグビー部監督

「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」

１月１３日（金） 

札幌大学地域共創学群教授 

「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

みなさまのご理解とご協力をお願いし

今後の情勢により、中止や延期

ので、あらかじめご了承ください

☆ｍｉｎｃｈｉ絵本原画展 

月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分

１０月１９日（月）

 ℡ 01587

湧別町民大学開講中

９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回）

湧別町文化センターＴＯＭ 

共通(全２講座以上

受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。

共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。

3132 湧別町教育委員会社会教育課

3710 名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。

shakyo@town.yubetsu.lg.jp

17 時 15 分）

湧別町文化センターさざ波：

 

あなたの暮らしをサポートする生涯学習

ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々を

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

ラグビー部監督 佐藤

「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」

 本田 優子 

「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

、中止や延期の場合もあります

ください。 

月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分

１０月１９日（月）・２６日（月）

01587-2-2215 

湧別町民大学開講中 

９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回）

講座以上)受講

受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。

共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。

湧別町教育委員会社会教育課

名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。

shakyo@town.yubetsu.lg.jp ＦＡＸ同様、必要事項を記載願います。

分） 

湧別町文化センターさざ波：湧別町教育委員会内

生涯学習情報紙～

ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々を

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

佐藤 幹夫 

「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」

 さん 

「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。

ます。 

場合もあります

月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分

２６日（月） 

 

９月２４日（木）～１１月１３日（金）（全３回） 18 時受付

受講 1,000 円

受講料は事務局へ、原則、事前にお支払いください。 

共通受講、１回受講ともに事前申し込みが必要です。 

湧別町教育委員会社会教育課

名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。

ＦＡＸ同様、必要事項を記載願います。

湧別町教育委員会内

情報紙～ 

ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

歯の大切さを描いた人気絵本の、貴重な原画の数々をご覧いただ

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます

 さん 

「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」

「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」

※新型コロナウイルス感染症対策に取り組んでいます。 

場合もあります 
湧別町ＨＰ

月１４日（水）～１０月２７日（火）１０時～１８時１５分 

時受付・19 時開講

円、高校生以下

湧別町教育委員会社会教育課 

名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。

ＦＡＸ同様、必要事項を記載願います。

湧別町教育委員会内） ℡ 01586

 遠軽地区教育委員会協議会

令和

10 月～

ｍｉｎｃｈｉ氏による絵本「にゅうしちゃん」の原画展を開催

ご覧いただ

月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方も受講できます。 

「私流ラグビーを通じた人間教育～努力なくして栄光なし～」 

「アイヌ文化と北海道～多様性を価値とする未来のために～」 

湧別町ＨＰ 

時開講 

高校生以下 無料 

名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。

ＦＡＸ同様、必要事項を記載願います。 

01586-5-3132

 

編 集 ・ 発

遠軽地区教育委員会協議会

令和 2 年１０

月～12 月開催分

佐藤 幹夫 さん

本田 優子 さん

名前、住所、連絡先、受講希望日を記入の上送付願います。 

 

3132 

 

編 集 ・ 発 行 

遠軽地区教育委員会協議会

１０月 1 日発行

月開催分 第129

さん 

さん 

 
 

遠軽地区教育委員会協議会 

日発行 

129 号 



なな・なんと情報に掲載希望の情報を募集します。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。 

☆遠軽町埋蔵文化財センター体験学習 

   

■所 在 地 遠軽町白滝１３８番地１ 

■開館時間 ９時～１７時 

■休 館 日 １０月３１日（土）までは無休 

■メニュー 石器づくり、まが玉づくり、アクセサリーづくり 

骨角器づくり、とんぼ玉づくり、土器づくり 

■お問い合わせ 遠軽町埋蔵文化財センター  

℡ 0158-48-2213 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆遠軽町郷土館 遠軽の宝石・世界の宝石『黒曜石』展 
 

■所 在 地 遠軽町西町１丁目 

■開館時間 ９時～１７時 

■休 館 日 月曜日、祝日の翌日 

■お問い合わせ 遠軽町郷土館 

       ℡ 0158-42-5942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆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…℡0158-46-2302 

☆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 s-kyoui@engaru.jp（令和２年度担当/遠軽町教育委員会白滝教育センター） 

日本や国外で採取された黒曜石の展示コーナーを開設しま

した。一般的な黒色のものから赤色や銀色のものなど、普段

は見ることのできない、珍しい黒曜石を数多く常設展示して

います。 

当面の間は、コロナウイルス感染拡大予防のため、アクセ

サリーづくりのみを実施しています。みなさまのご理解と

ご協力をお願いします。 

トピック 


