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１０月のイベント
第４３回 湧別町民大学を開講中です
■日 時…９月１１日（水）～１１月１２日（火）
（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
■入場料…1 講座のみ ５００円 共通(２講座以上)受講 １，０００円 高校生以下 無料
ただし、①合併１０周年記念講演に限り無料です。
■問い合わせ先…実行委員会事務局（湧別町教育委員会内 ℡01586-5-3132）

１０月以降の湧別町民大学は、つぎのとおり。町外の方の受講も大歓迎です◎
① １０月 １日（火）
【合併１０周年記念講演】
俳優／タレント
森崎 博之 さん
演題 「生きることは食べること～オホーツクの豊かな食材～」
② １０月２４日（木）プロ・ランニングコーチ
金
哲彦 さん
演題 「１００km マラソンの町で始める
ウォーキング＆ランニング」
③ １０月３１日（木）クラターコンサルタント／
一般財団法人断捨離®代表 やました ひでこ さん
演題 「断捨離で生きる知恵」
④ １１月１２日（火） 写真家
伊藤 健次 さん
演題「大地の息吹 海のささやき～北海道の自然に魅せられて～」
※道新木曜日の「おでかけナビ」欄に月２回程度、コラムを連載中
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やましたひでこさん

真珠まりこ講演会『もったいないばあさんのおはなし会』
■日 時…１０月５日（土） １４時～１５時
※終了後にサイン会を開催します。
■会 場…佐呂間町立図書館 絵本コーナー
■対 象…幼児から一般（５０名程度）
■入場料…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町立図書館（℡01587-2-2215）

第３９回 えんがる町民音楽の広場

絵本「もったいないばあさん」な
どの作品で知られる絵本作家 真
珠まりこ氏による講演会を開催し
ます。どうぞ、ご家族みなさんで
ご参加ください。

～１，０００人のふれあいコンサート～

■日 時…１０月６日（日） 開場：１２時 開演：１３時
■会 場…遠軽町総合体育館
■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。吹奏楽、器楽、合唱などを披露します。音楽に関わ
る小学生から大人たちが、素晴らしい演奏をお届けします！

サロマ大収穫祭
■日 時…１０月６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日です！ど
うぞ皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください！

湧別町図書館まつり
■日 時…１０月６日（日） ９時３０分～１３時３０分
■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）

図書館まつりでは、恒例の「古本市」を開催します。雑誌、小
説、マンガ、絵本など様々なジャンルの本を６，０００冊以上
展示します。その他、絵本講座などを開催します。

湧別町合併１０周年記念

湧別町少年柔道大会「上野カップ２０１９」
■日 時…１０月１３日（日） ９時～１４時
■会 場…湧別総合体育館アリーナ
■入場料…無 料
■イベントスケジュール
「オリンピックメダリストらによる模範演技」
９時２０分～ ９時３０分
「湧別中学校吹奏学部による激励演奏会」
１２時００分～１２時３０分
「柔道トップアスリートによる選手サイン会」第１部１０時２０分～１０時５０分
第２部１３時３０分～１４時００分
※サイン会は参加無料です。色紙とペンをご持参下さい。
（１人１枚限定）
※スケジュールは試合の進行により変更になる場合があります。

上 野 雅恵 氏
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上野 巴恵 氏

■問い合わせ先…湧別町教育委員会（℡01586-5-3132）

「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」と有名柔道トップアスリートが湧別
町にやってきます！
また、全道の小中学生による白熱した試合を御覧ください。

上湧別地区総合文化祭
■日 時…【芸能】１０月１３日（日）１３時～
【展示】１０月１９日（土）１０時～１７時
２０日（日）１０時～１６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
芸等の作品展示や舞踊･音楽･カラオケ等の芸能発表会です。

ヒダヤスナル ライブ佐呂間公演
■日 時…１０月２４日（木） １８時３０分開演
■会 場…佐呂間町町民センター
■入場料…大人 １，５００円（高校生以下無料）
■問い合わせ先…ヒダヤスナル ライブ実行委員会
代表 土本 学（℡090-8897-7600）

太鼓、エレクトーン、ベースそれぞれのプロフェッショナルが楽
しい音楽を届けてくれます。普段味わうことができないサウンド
と楽しいＭＣが魅力です。特別参加の、子どもエレクトーンプレ
イヤー達とのセッションも見どころです！

第５６回 遠軽総合文化祭
■日 時…【展示】１０月２５日（金）～２７日（日）
各日、９時～（最終日は１６時まで）
【芸能】１１月 ３日（日）１０時～
■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）

遠軽文化協会の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。

第５1 回 丸瀬布総合文化祭
■日 時…【展示】１０月２５日（金）～２７日（日）９時～２２時
【芸能】１０月２７日（日）１３時～
■会 場…丸瀬布中央公民館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…遠軽町教育委員会 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児童・生徒の力作作品の展示
をはじめ、多彩な芸能の発表が行われます。

湧別図書館「古本市」
■日 時…１０月２７日（日） １０時～１３時
■会 場…湧別図書館
■入場料…無 料
■問い合わせ先…湧別町湧別図書館（℡01586-5-3122）

たくさんの本を御用意しました。
一般書籍に児童書、絵本など、すべ
て無料で提供いたします。

１１月のイベント
湧別地区総合文化祭
■日 時…【展示】１１月１日（金）１０時～１８時
２日（土）１０時～１４時３０分
【芸能】１１月２日（土）１２時～
（開催時刻は予定です）
■会 場…湧別町文化センターさざ波
■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の団体による、書道・盆栽・写真・華
道・手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。

佐呂間町 働き盛り世代の健康づくり講演会

「ぐっすり眠って健康に～すぐに実践できる睡眠改善法～」
■日 時…１１月８日（金） 開場１８時 開演１８時３０分
■会 場…佐呂間町町民センター
■講 師…北海道大学大学院教育学研究院 生活健康学研究室
准教授 山仲 勇二郎氏
■入場料…無 料
■問い合わせ先…佐呂間町役場保健福祉課（℡01587-2-1212）

（講師紹介）健康と生体リズムの関係、アスリートの時差ぼ
け対策など、基礎研究からフィールド研究まで幅広く取り組
んでいます。健康な毎日を過ごすための睡眠改善法をお伝え
します！

令和元年度 遠軽町『少年の主張』大会
■日 時…１１月１７日（日） 開場：１３時
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（℡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。

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 shakyo@town.yubetsu.lg.jp （令和元年度担当/湧別町教育委員会）

