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のりのりでコンサートを 

楽しみました！ 

 幼児や保護者を対象としたミニコ

ンサートが７月１５日に佐呂間保育

所で開催されました。 

 当日は、町内３つの保育所の子ど

もたちと、あいあいらんど参加親子

など、約２００名がパフ ファミ

リーによるステージを鑑賞し、一緒

に歌ったり踊ったりしながら、音楽

の楽しさを、心と体いっぱいに体験

しました。 

パーマ市から留学生が 

やってきました！ 

 今年も、佐呂間中学校の姉妹校で

あるパーマ市のコロニー中学校から

３名の中学生が１名の引率者と共に

来町しました。一行は７月１４に女

満別空港に着き、翌１５日には佐呂

間中学校で歓迎式の後、早速授業に

参加し、佐呂間の中学生と学校生活

を楽しみました。 

 滞在中は佐呂間中学生宅でホーム

ステイし、日本の生活習慣や文化を

体験しながら、新しい驚きの日々を

過ごしていました。中学生たちは学

校での授業参加のほか、町内朝日の

大昭寺で座禅を体験したり、幌岩山

に登りサロマ湖の眺めを楽しんだ

り、佐呂間な

らではの体

験をし、７月

２７日に帰

国の途につ

きました。 

  

 パフ ファミリーのコンサートは

佐呂間小学校でも下記のとおり開催

されます。一般の方も鑑賞すること

ができますので、興味のある方は是

非ご来場ください。 
  
日 時：９月２日（水） 

１０時～１１時３０分 

場 所：佐呂間小学校体育館 

入場料：無料 
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いろいろなメニューに 

挑戦しませんか！ 

ソフトボール協会主催の大会

を下記のとおり開催します。 
 
日 時：８月２３日（日） 

場 所：総合グラウンドソフトボール場 

チーム：地域単位で編成（年齢枠あり） 

※詳しくは自治会を通じて案内して

います。 

問合せ：協会事務局（志賀２－２９６９） 

第３回町長杯ソフトボール大会 

開催のお知らせ！ 

 ７月２５日(土)～２６日(日)に函

館市千代台公園陸上競技場で開催さ

れた「北海道小学生陸上競技大会」

に佐呂間小学校から４名、浜佐呂間

小学校と若佐小学校からそれぞれ１

名の児童が出場しました。 

 大会では、道内各地から地区予選

を勝抜いた１０００名を超える選手

が各種目に出場し、佐呂間小学校の

三田桜花さんが５年女子ソフトボー

ル投で５位、澤田侑愛さんが６年女

子砲丸投で６位、柏尾郁未さんが６

年女子走高跳で８位に入賞しまし

た。 

 今後も、全道大会に出場して得た

自信や経験を活かし、更なる活躍を

期待します。 

北海道小学生陸上競技大会 

３名が入賞！ 
新しい発想で生きる 

～人間牧場・遊び心の創造～ 

 かつて何もない町だった愛媛県双

海町（現在の伊予市）を「夕日の町」

として一躍有名にし

た仕掛け人若松進一

さんを佐呂間町に迎

えて講演会を行いま

す。 

 若松さんは現在、人間牧場主とし

て、地域の子どもたちの育成にもか

かわっています。 

 自称「落伍家」でもある若松さん。

楽しい話をしてもらえること間違い

ありません。 

 皆さんぜひ足をお運びください。 

 
日 時：９月１７日（木） 

     １９：００～２０：３０ 

場 所：町民センター 集会室 

講 師：人間牧場主 若松進一 さん 

主 催：佐呂間町家庭教育推進会議 

入場料：無料 

その他：託児が必要な方は、社会教育課

（２-１２９５）までご連絡願い
ます。 

 町内の小学生や保護者を対象とし

たチャレンジ広場と

わんぱく広場を次の

とおり開催いたしま

す。 

澤田侑愛さん 柏尾郁未さん 三田桜花さん 



            教育委員会だより 「夢つうしん」         《３》 

夢通信 2009年8月号 №221 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎８月の休館日 
 
   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  ２４日(月) ３０日(日) ３１日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

 
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 

第２期スイミングスクールが 

始まります！ 

 第２期スイミングスクールはジュ

ニアコース マスターズコース共に８

月１８日（火）より開始いたします。

第１期スクールに参加の

方は申込不要です。参加ク

ラス、曜日を確認の上ご参

加下さい。 

初歩の水泳を楽しく 

学びました！ 

７月１５日から２４日の水 金曜日

（計４回）、温水プールにて来年度１

年生になる子供達を対象に「ちびっ

こスイミング」が開催されました。 

スター指導員と町内水泳指導員によ

る指導のもと、プールにおけるルー

ルや水遊びの中で初歩の水泳を楽し

く学びました。最初は水に顔を付け

ることがで

きなかった

子も、最終

日にはしっ

かりと潜る

ことができ

ました。 

プールで親子の絆を 

深めました！ 

７月８日～２４日までの毎週水 金曜

日に１～３才の子と親を対象とした

ベビースイミングが開催されました。

お天気にはあまり恵まれなかったも

のの「水」という非日常的な場所で 

親子のスキ

ンシップを

図り、プール

にはベビー

の笑顔があ

ふれていま

した。 

詳しくは、開催が近づきましたら学

校を通じてチラシでお

知らせします。 

 参加を希望される方

は、その都度お申込み

下さい。 

チャレンジ広場 

（小学校１～３年生と保護者対象） 

開 催 日 内      容 

11月22日 (日) 親子で押し花体験 

12月13日 (日) 親子で絵手紙づくり 

開 催 日 内      容 

9月12日 (土) アクセサリーづくり  

10月11日 (日) サイクリング 

11月28日 (土) ニュースポーツ体験 

1月13日 (水) カーリング体験 

１月30日 (土) 流氷のふしぎ体験 

わんぱく広場（小学校４～６年生対象） 
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図書館人形劇公演のお知らせ！ 

 人形劇サークル「ぱんぷきん」によ

る人形劇公演を開催します。 

 皆さんの参加をお待ち

しています。 
  
日 時：８月２２日（土）  

午後２時～          
場 所：図書館 児童閲覧室 

対 象：幼児から一般    
内 容：ペープサート 

「ねずみくんのチョッキ」 

ミュージックシアター 

「むかしばなしメドレー」ほか 
 
※公演前に絵本の読み聞かせを行

います。 

ボランティア募集のお知らせ！ 

図書館ではイベントなどの際にお手

伝いをしてくれるボランティアを随時

募集しています。 

年齢や資格などの条件は

ございません。 

いつでもお気軽にカウン

ターに声をかけてください。 
 

・絵本の読み聞かせ 毎週土曜日 

・図書館まつりスタッフ 

 ９月２７日（日）（予定） 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 8月 4Ă18日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 （※8/4は運休)  

 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 8月11Ă25日  ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 （※8/11は運休)  

 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

 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 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 8月19日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

 8月12Ă26日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

水曜日 ※浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

 （※8/12は運休)  

 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 

（※8/12は運休) 
１５：１５～１５：３０ 

 

 8月13Ă27日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日 ※佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 （※8/13は運休)  

 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 

 8月20日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 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。 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

立ち向かう者たち         東
あずま

 直己
な お み

／著 

カンランシャ        伊藤
い と う

 たかみ／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 

マエストロ、それはムリですよ…  飯森
い い も り

 範親
の り ち か

／著 

わたしは学童保育指導員    河野
こ う の

 伸枝
の ぶ え

／著 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 

アニマルゲッター            木下
き の し た

 繁
しげる

／作 

秘密の菜園                後藤
ご と う

 みわこ／著 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 

じどうしゃアーチャー    伊藤
い と う

 正道
まさ み ち

／絵 

くものこ くーと そらのなかまたち  

            さとう めぐみ／作 絵 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎８月の休館日 
 
   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  ２４日(月) ３０日(日) ３１日(月)  
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

※８月から開館時間が１０時から１８時１５

分まで（１５分短縮）になります。 


