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パフ・ファミリーの 

コンサートを楽しみました！ 

寿大学公開講座（芸術鑑賞） 

中国影絵「スーホの白い馬」 

ストリングラフィ 

 アンサンブル公演！ 

幅広いレパートリーの演奏をお楽しみ

ください。 

 小学生と中学生を対象に下記のとお

り２公演開催します。 

 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。 

〈少年文化劇場〉 

日 時：９月３日（金） 

小学生対象：午前９時～ 

中学生対象：午前１１時～ 

場 所：佐呂間小学校体育館 

入場料：無料 

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、あいあいらんどに参加した親子な

ど約200名が集まり、パフ ファミリーに

よるミニコンサートを楽しみました。  

 子どもた

ちは、パフ

ファミリー

のお兄さん、

お姉さんと

一緒に歌っ

たり、踊った

り、手拍子を

しながら、コンサートに参加し、音楽の

楽しさを感じとっていた様子でした。 

日 時：９月１日（水）１０時１５分～ 

場 所：町民センター 

入場料：無料 

日本でも絵本などで有名な「スーホの白

い馬」。今回は中国影絵「皮影戯（ピー

イン シー）」で鑑賞します。 

 日本の影絵とは違い色彩豊かで細か

な彫刻が施された人形

が自由自在に動き回り

ます。中国の文化を思

う存分堪能できます。 

 寿大学の一講座とし

ての開催となります

が、一般の方も鑑賞す

ることができますの

で、是非ご来場ください。 

紙コップと糸だけで作られた、世界で

たったひとつの楽器による公演です。 

 ３人のアンサ

ンブルによるオ

リジナル曲から

雅楽、クラシッ

ク、ポップス、童

謡、民謡など、 
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佐呂間高校開放講座 

楽しい講座を用意しました！ 

今年も高校開放講座の季節がやってき

ました。佐呂間高校の全面協力で楽しい

講座をご用意いたし

ました。 

 貴方もこの秋、学生

気分に戻って、新しい

学友と何かを学んで

みてはいかがですか。 
 詳しくは、新聞折込チラシでお知らせ

いたしますのでお楽しみに！ 
 
期 日 ９月１日～１０月下旬  

内 容 アイヌ語での数の数え方 

    プロの味！料理教室 

    楽しい水彩画 

    高校国語の授業 

    高齢者と高校生のパソコン教室 

    ミニバレー 

場 所 佐呂間高等学校 
対 象 一般成人 

指 導 佐呂間高等学校教諭ほか 
問合せ 社会教育課（２－１２９５） 

 ７月１９日（海の日）、サロマ湖と

富武士漁村センターで子育て講座「わ

れらは海の子～エビ ほたて編」が行わ

れ、小学生親子など総勢約４０名が、

夏のサロマ湖を満喫しました。 

サロマの魅力・再発見 
われらは海の子～エビ・ほたて編 

７月１８日(日)～１９日(月)に北見市

東陵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６名、浜佐呂間小学校から４

名の児童が出場しました。 

 大会では、全道１１地区の予選を勝

ち抜いた１０００名を超える選手が 

北海道小学生陸上競技大会 

３名の児童が入賞！ 

 サロマの夏と言えばなんといっても

エビとホタテ。地元の漁師さんたちの

協力のもと、参加者は３隻の漁船に分

乗し、エビを捕るためのかごや、ほた

ての養殖施設を見学。ぴくぴく動いて

いるエビの様子や、大きさ１ミリ程度

の小さいホタテの赤ちゃんに驚きの声

をあげました。さらにホタテの上手な

むき方を学習し、自分達で生きたホタ

テの殻をむき、そのまま船上でパク

リ。普段エビやホタテはあまり食べな

いと言う子ども達も、正真正銘とれた

ての味に思わず手が伸びていました。 

 下船後は漁村センターに移動し、プ

ロの調理師による、ホタテの野菜炒め

や北海しまえびのエビチリなどの調理

を見学。手早いなべさばきにお母さん

達からも歓声が

上がりました。

その後はもちろ

ん試食タイム。

そのままでもお

いしい食材が、

調理することで一段と味わいを増すこ

とを実感し、料理はあっという間にな

くなりました。 

 半日程度の講座ではありましたが、

漁師さんや調理師さんの協力のもと、

サロマの食 人の魅力を再発見した 

一日になりました。 



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

夢通信 2010年8月号 №233 

水中で親子のスキンシップ 

を行いました！ 

プール＆陸上エクササイズ！ 

後期のスイミングスクールが 

始まります！ 

後期の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１７

日（火）より開始いたします。 

 前期のスクールに参

加の方は申込不要です。

参加クラス、曜日をご確

認の上ご参加下さい。 

＜施設活用例２＞ 

～じっくり脂肪燃焼～ 
 
① ランニングコースでゆっくり

ジョギング（１５分）  
② プールでウォーキング（３０分） 
 
＜施設活用例３＞ 

～姿勢を整えてらくらくスイミング～ 
 
① 会議室で姿勢改善運動（スト

レッチポール）（１５分）  
② プールでスイミング（４５分） 
 
※トレーニング指導を希望される方は、「セ

ルフトレーニングサポート」や「パーソナ

ルトレーニング指導」をご利用ください

（要予約） 

７月８日 １５日 ２２日の３回にわた

り、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。

「プール」という非日常的な場所で親子

のスキンシッ

プを図り、絆を

より深めまし

た。みんな水と

お友達になれ

たようです。 

プールをご利用のお客様は「トレーニン

グルーム」「ランニングコース」

等、プール以外の施設も追加料

金なし（プール使用料のみ）でご

利用いただけることをご存知で

すか？ 

 スイミングや水中運動の前に

「筋力トレーニング」や「自転車こぎ」、

「軽いジョギング」をおこなったり、「会

議室にて姿勢改善運動」などのレッスン

を受けることも可能です。スターの施設

をぜひ有効にご活用ください。 

＜施設活用例１＞ 

～筋力アップ＋持久力アップ～ 
 
① トレーニングルームで筋力ト

レーニング（３０分） 
② プールでスイミング（３０分） 

各種目に出場し、佐呂間小学校の三田

桜花さんが６年女子ソフトボール投で

３位に入賞し、６年男子４×１００ｍ

リレーにチームオホーツクのメンバー

として出場した西村渓太くんと高田 

拓哉くんが７位に入賞しました。 

 佐呂間の子供たちが今後ますます活躍

することを期待します。 

 西村くん  高田くん 三田さん 
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◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

スリープ          乾
いぬい

 くるみ／著 
マルス ブルー        鳴海

な る み

 章
しょう

／著 
 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎８月の休館日 
 
   ２日(月)  ９日(月) １６日(月) 

  ２３日(月) ３０日(月) ３１日(火)    
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

※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。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 

 8月 3日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    17日 （※31日のみ運行） １３：２０～１３：４０ 

  31日 宮前団地 １３：５０～１４：１０ 

 西中央公民館  

 8月10日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    24日 （※10日は運休）  

     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 

水 

 8月11日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    25日 ※浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

     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 １５：１５～１５：３０ 

 （※11日は運休）  

 8月12日 ※佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

    26日 （※12日は運休）  

 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 

金  8月27日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木 

寄付・寄贈本をいただき 

ありがとうございました！ 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎８月の休館日 
   ２日(月)  ９日(月) １６日(月) 

  ２３日(月) ３０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 

 
◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 

京のおばんざいと野菜料理  杉本
す ぎ も と

 節子
せ つ こ

／著 
腐った翼            森

も り

 功
いさお

／著 
        

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

アナザー修学旅行      有沢
あ り さ わ

 佳映
か え

／著 
ジュエルペット魔法の杖プチ                            

                        鏡
かがみ

 リュウジ／監修 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
ひみつのばしょ     ひがし ちから／作 

ずっといっしょ        漫画兄弟
ま ん が き ょ う だ い

／著        

釧路市在住の猪澤貴子さんから、以前、

佐呂間町に住んでいた時にお世話に

なったお礼として、図書購入用にご寄付

をいただきました。また、

若佐在住の玉井清さんか

らは、若佐支所図書室へ本

の寄贈をいただきました。 

寄付金で購入した図書

や寄贈本は図書館と若佐

支所で展示したり、貸出をしていますの

でご一読ください。 

また、自宅に読み終わった本などで不

要なものがありましたら、図書館にお持

ちください。寄贈本として受付いたしま

す。なお、寄贈本の取扱い

につきましては、図書館に

一任させていただきます

ので、ご了承願います。 


