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２００９ 

寿大学卒業式・修了式 

１１名が卒業！ 

 平成２０年度佐呂間町寿大学卒業

式・修了式が３月６日、町民セン

ターで行われました。 

 式では、４カ年の課程を修了した

１１名の学生が香川学長より卒業証

書を受け取り、また今年度の２／３

以上の日程を出席した１４０名の学

生が、修了証を受け取りました。 

また、卒業後も研究生として学習

を続け、あわせて１６年間の学習課

程を修了した方へ贈られる「博士号」

が、青山美智子さん、伊東芳子さん、

中村幸枝さん、堀川フミヨさんの４

名に授与されました。 

式の最後には、受講生を代表して

卒業生の垂水玲子さんが「人と人と

の和と協力の大切さを、学ばさせて

いただきました」と感謝の言葉を述

べました。 

パークゴルフ場使用料金が 

変更になります！ 

平成２１年度よりパークゴルフ場

の使用料金が下記のとおり変更にな

りました。 

◎使用料金 
 
１ 日 券：  ３００円 
（有効期間：購入当日のみ） 

シーズン券：６，０００円 
（有効期間：購入年の施設閉鎖日まで） 
 

※高校生以下は無料で利用できます。 
 
◎利用券購入方法 
 
《１日券》 
各パークゴルフ場に設置している券売

機で購入の上、備え付けのケースに入

れ、身体の見えやすいところに付けてプ

レーしてください。 
※券売機は、硬貨（５００円・１００円・

５０円・１０円）のみの取り扱いと

なっており、紙幣は使用できません。

また、防犯対策上つり銭を用意して

おりませんので、お釣りのないよう

硬貨をご持参願います。 
 

《シーズン券》 ※缶バッチタイプ 
各販売所で申込みの上購入し、身体の見

えやすいところに付けてプレーしてく

ださい。 

（販売場所） 

・教育委員会社会教育課（役場２階） 
・武道館 温水プール「スター」 
・若佐支所 ・浜佐呂間出張所 

 
※各利用券は町内（３ヶ所）パークゴルフ

場共通で利用できます。 
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２１年度もいろいろな 

事業を予定しています！ 

乳幼児・少年教育 
 

・あいあいらんど ・お話あいあい 

・ミニ劇場 家庭教育学級 

・家庭教育講演会 

・チャレンジ広場 ・わんぱく広場  

・少年文化劇場(小・中学生) 

・ミュージック フェスティバル 

・サイエンス キャラバン など 

社 会 体 育 
 

・サロマ湖100Ｋｍウルトラマラソン 

・スターまつり ・スポーツ表彰 

・ちびっこスキー教室   

・スポーツ振興助成 など 

スター（スイミング） 
 

・スイミングスクール ・泳力判定会 

・ベビースイミング  

・パーソナルレッスン 

・ちびっこスイミング  

・ジュニアサマースクール 

・マスターズ水泳大会 など 

青年・成人・高齢者教育 
 

・成人式記念事業 ・高校開放講座 

・さろま町民講座「夢工房」 

・全町女性の集い ・寿大学 など 

 平成２１年度の事業が下記のとお

り予定されています。 

 なお、開催時期が近くなりました

ら、随時「夢通信」「チラシ」等で

お知らせいたします。 

 たくさんの方々の参加

をお待ちしています。 

 社会教育委員は、社会教育に関する

諸計画の立案や会議で意見を述べるほ

か、社会教育に関連する事項について

地域で助言・指導を行います。 

みなさんの「まなび」を 

お手伝いします！ 

 みなさんの「まなび」をお手伝い

する社会教育関係委員のみなさんを

ご紹介いたします。 

◇◇◇ 社会教育委員 ◇◇◇ 

 体育指導委員は、スポーツ振興のた

め実技指導や社会体育事業に対する要

望・意見の取りまとめを行い、生涯ス

ポーツ推進のための活動をします。 

◇◇◇ 体育指導委員 ◇◇◇ 

 ・佐 伯 優 一（若  佐） 

 ・渋 谷 和 美（西  富） 

 ・十 亀 美由紀（西  富） 

 ・宮 崎 倫 代（西  富） 

 ・三 田 寿 一（宮 前 町） 

 ・大 畑 泰 子（幸  町） 

 ・住 吉 健 司（浜佐呂間） 

 ・室 井 久 志（富 武 士） 
   ※敬称は省略させていただきます。 

 ・鈴 鹿   保（大  成） 
 ・佐 伯 育 子（若  佐） 

 ・川 又 孝 子（富  丘） 

 ・真 如 智 子（朝  日） 

 ・天 内 和 子（西  富） 

 ・馬 場 麻 衣（西  富） 

 ・干 場   久（西  富） 

 ・室 井 公 裕（西  富） 

 ・山 保 浩 之（西  富） 

 ・尾 崎   実（宮 前 町） 

 ・清 水 律 子（宮 前 町） 

 ・杉 本 美智子（宮 前 町） 

 ・星   保 行（永 代 町） 

 ・小 池 紀 文（  北  ） 

 ・室 井 隆 治（浜佐呂間） 

 ・飯 澤 志 穂（幌  岩） 

 ・船 木 耕 二（富 武 士） 

 ・井 田 貴 子（若  里） 
※敬称は省略させていただきます。 
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お申込み・お問合せは 佐呂間町 
武道館・温水プール「Ｓｔａｒ」 
２－２２６１まで 

温水プールが５月１日から 

営業を再開します！ 

 お待たせしました。いよいよ５月

１日（金）午後１時からプールの営業

を再開いたします。水泳はもちろん、

メタボ対策に効果的な水中ウォーキ

ングもおすすめで

す。どうぞお気軽

にご利用下さい。 
 
開設期間：５月～１０月 

開館時間： 

 ◇火～金 午後１時～午後９時 

   ※但し、学校夏休み期間は１０時 

から開館 

 ◇土 日 午前１０時～午後５時 

料 金： 

 ◇小学生 １回券        １００円 

      回数券（６枚綴り）  ５００円 

「パーソナルトレーニング 

指導」予約受付中！ 

 腰痛、肩こり、減量、筋力アップ、

基礎体力づくり等、あらゆるご要望

にお応えします。またトレーニング

初心者の方やトレー

ニングメニューの変

更を希望される方も

どうぞお気軽にお申

し込み下さい。 
 
期日 時間：随時（日程、時間によりお受け

できない場合があります） 
 
所要時間：約６０分 
 
その他：トレーニングルームご利用の際は

上靴 タオルをご用意下さい。 

ウォーキングマシンが 

新しくなりました！ 

 高齢者の方や体力に自信がない方

でも、安全に歩行

運動が行えます。 

天気が悪い日は

スターで歩きま

せんか？ 

そ の 他 
 

・地域学習活動支援事業Āまなびすとā 

・遠軽地区学習支援ネットワーク事業 

 「なな なんと情報」 

・教育委員会だより「夢通信」 など 

図 書 館 
 

・移動図書館車巡回 ・人形劇公演 

・読書感想文、感想画コンクール 

・図書館講演会 ・お話し広場  

・映画鑑賞会 ・図書館まつり など 

スター（トレーニング） 
 

・パーソナルトレーニング指導 

・各種教室 ・利用促進事業  

・冬期健康プログラム など 

 ◇大 人 １回券        ４２０円 

      回数券（６枚綴り）２，１００円 

  ※その他の料金設定につきましてはお

問合せ下さい。 

その他：ご利用の際は水着、タオル、スイ

ミングキャップをご用意下さい。 
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◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

河は眠らない          開高
かい こ う

 健
たけし

／著 
蘭陽きらら舞         高橋

たか は し

 克彦
かつ ひ こ

／著 
プリンセス トヨトミ     万城目

ま き め

 学
まなぶ

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

かくもみごとな日本人             林
はやし

 望
のぞむ

／著 
地酒人気銘柄ランキング 

    ２００９～１０年版   フルネット／編集 
謎の１セント硬貨      向井

む か い

 万起男
ま き お

／著 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
かぜがはこんだおとしもの  かさい まり／作  
天井に星の輝く    ヨハンナ ティデル／作 

蔵書点検による臨時休館の 

お知らせ！ 

図書館と役場若佐支所・浜佐呂間出

張所の図書室は、図書の点検（蔵書点

検）を行うため、5 月１ 3 日（水） 

から１ 7日（日）まで臨時

休館いたします。休館中は

ご迷惑をおかけしますが、

ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

 
◎４月の休館日 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２７日(月) ３０日(木） 
  
◎５月の休館日 
   ４日(月)  ５日(火)  ６日(水) 

   ７日(木) １１日(月) １８日(月) 

  ２５日(月)  

＊月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

スター休館日のお知らせ！ 

しかけ絵本を展示します！ 

４月２３日の「子ども読書の日」に

あわせて、４月１７日（金）から５月

２日（土）まで、児童閲覧室において、

しかけ絵本の展示を行います。 

ページをめくるた

びに出会う新たな驚

きに、あなたがとりこ

になること間違いな

しです！ 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 4月 7Ă21日  佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 5月19日  若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

火曜日 若佐コミセン前 １３：３５～１３：５５ 

 若佐保育所 １４：００～１４：１５ 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

 4月 8Ă22日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

 5月20日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日 浜佐呂間活性化センター前 １３：０５～１３：１５ 

 浜佐呂間汐見 類家宅前 １３：２０～１３：３５ 

 浜佐呂間 谷川宅前 １３：４０～１３：５５ 

 知来 伊東宅前 １４：１５～１４：３０ 

 知来 中原宅前 １４：３５～１４：５０ 

 
※佐呂間高校 

（※4/8は運休) 
１５：１５～１５：３０ 

 

 4月 9Ă23日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 5月 7Ă21日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

木曜日 夢ふうせん １３：１０～１３：３０ 

 浪速 上伊沢宅前 １３：５０～１４：０５ 

 浪速 阿部宅前 １４：１０～１４：２５ 

 4月14Ă28日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 5月12Ă26日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

火曜日 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 4月16Ă30日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 5月28日 

木曜日 
  

※団体・個人などで、あおぞら号の停車を希望さ

れる方は、図書館までご連絡下さい。 

 
◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 

 

その気になった！       五味
ご み

 太郎
た ろ う

／作 
うそなき（狂言えほん）   内田

う ち だ

 麟太郎
り ん た ろ う

／文 


