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「ちびっこスキー教室」 

開催のお知らせ！ 

来年度の就学児を対象とした「スキー

教室」を開催します。 

 スキー教室では初歩の

スキーを学び、山頂から

滑り降りることを目指し

ます。この機会にぜひご

参加下さい。 

成人式記念事業開催！ 

「ジャグリングショー」開催！ 

新成人の新たな門出を祝し、成人式 

終了後、記念事業の開催を

予定しています。 

 今回は、２００７年度芸

王グランプリ日本チャンピ

オンの栄冠に輝いたジャグ

ンリングパフォーマンス

Ｋｕｒｏさんによるトーク

＆ジャグリングパフォーマンスショー

を開催します。 

 軽快な音楽に合わせ、バレエの動き

を取り入れた華やかなパフォーマンス

と、楽しいトークで会場を大いに盛り

上げてくれます。 

 一般公開しますので、新成人でない

方も、ぜひ足をお運びください。 
 

日 時：平成２３年１月９日（日） 

           午後２時３０分～ 

場 所：町民センター 

 
日 時：平成２３年１月１５日～２月５日 

の毎週土曜日(４回) 

    午後１時～２時３０分 
 
場 所：町営スキー場 

 
対  象：平成１６年４月２日～平成１７年   

４月１日の間に生まれた佐呂間

町在住の幼児（保護者同伴が 

    条件） 

     ※平成２３年度就学児対象 
 

申込み：１２月１３日(月)～１７日（金）

の各日午前８時３０分

～午後５時までに社会

教育課２－１２９５へ

お申込み下さい。 
 
主 催：佐呂間町教育委員会 
 
協  力：佐呂間スキー協会 

「遺言」について 

分かりやすく学びました！ 

今年度最初の町民講座が１１月１０日

に開催され、１８名の参加者が「遺言」

について学びました。 

 一見硬そうに思える「遺言」という

テーマでしたが、講師の冨手力夫さん

（北見公証役場）から、遺言を残して 

おくと何故良いのか、相続をする時にど

うすれば良いのか、分かりやすく説明し

ていただき、参加者

の関心も高く、和や

かな雰囲気の中で、

遺言について理解

することが出来ま

した。 
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カーリングの敦賀信人氏が講演！ 

今年度の教育講演会（兼ＰＴＡ連合会研

究大会）が１１月２７日に町民センター

で開催されました。 

 講演会では、カーリング男子日本代表 

敦賀信人氏が「夢をあきらめない～自分

を信じて～」と題し講演しました。 

 約１７０名の参加者は、オリンピック

や世界選手権での緊張と駆け引き、そし

て自分が練

習してきた

自信をもと

に世界と戦

う話に、引き

込まれてい

ました。 
 

ニュースポーツを実践し 

楽しい１日を過ごしました！ 

小学校４～６年生対象のわんぱく広場

が１１月２７日に開催され、８名の参加

者が「ニュースポーツ」を体験しました。 

 ドッチボールのボールの変わりにや

わらかいフリスビーを使った「ドッヂ

ビー」や羽先にス

ポンジボールが

付いた３人制競

技の「ファミリー

バドミントン」な

ど、普段触れる機会のない３種目の

ニュースポーツを実践し、楽しい一日を

過ごしました。 

 次回のわんぱく広場は１月１２日

（水）に「カーリング体験」を予定して

います。詳しくは学校を通じ

てチラシでお知らせします。 

 たくさんの参加をお待ち

しています。 

ミュージックフェスティバルで 

練習成果を発表しました！ 

今年で２１回目となるミュージック

フェスティバルが１１月２１日に町民

センターで開催されました。 

 今回のフェスティバルには、小学生

から大人までの６団体（浜佐呂間小学

校、若佐小学校、P.P.Sparrows、佐呂

間ジュニアブラス、佐呂間中学校吹奏

楽部、サロマ吹奏楽倶楽部）の約１５

０名が出演しました。 

 各団体は、

約１５分の持

ち時間の中で

合唱や器楽・

ゴ ス ペ ル・吹

奏楽など日頃

の練習成果を

発 表 し、会 場

から大きな拍

手が送られて

いました。 

 フェスティ

バルの最後に

は、佐 呂 間 中

学校吹奏楽と

サロマ吹奏楽

倶 楽 部 が「ビ

リ ー ブ」を 合

同 演 奏 し、会

場の観客と出

演者が伴奏に合わせて大きな声で合唱

しました。 
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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 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１２月の休館日 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２４日(金) ２７日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 
 
◎年末年始の休館日 
 １２月３０日(木）～１月６日(木） 

「冬期健康プログラム」が 

スタートします！ 

今年も冬期間の運動不足予防に最適な

「冬期健康プログラム」が１月からス

ターで開催されます。 

 今年度は子供の運動教室や高

齢者向けの体操教室、リズ

ムウォーキングなどを予

定しております。 

 詳しくは別紙折り込みチラシ

をご覧ください。 

第２７回読書感想文・感想画 

コンクール入選者決定！ 

今年もたくさんの作品をご応募してい

ただき、ありがとうございました。 

感想文２９９点、感想画 

２３０点の作品の中から、

審査により入選者を次の

とおり決定しました。 

みなさんもスターで 

リフレッシュしませんか！ 

１１月９日にスター武道館で農協女性

部「フレッシュミズたんぽぽの会」の体

操教室が行われました。 

 スター指導員が講師となり、約１時間

にわたり「肩や呼

吸が楽になる体

操」や道具を使用

した「姿勢改善運

動」などを体験し

ました。 
参加者からは「肩の張りが改善され

た」「体が動きやすくなった」などの声

が聞かれ、短い時間でも簡単な体操をす

ることにより「体を変えられる」という

こと感じていただけたようです。 

＜感想文＞ 
 
小１ 最優秀 鎌田 聖恋(浜小)  

       「ミリーのすてきなぼうし」 
 
   優 秀 高嶋 翔(浜小) 山内 瑞姫(浜小)  

      伊奈 綾音(浜小) 
  
小２ 最優秀 木村 寧々(浜小) 

       「パンのかけらとちいさなあくま」 
 
   優 秀 横尾 優人(浜小) 山口 萌花(佐小) 
 
小３ 最優秀 小林 花綾(佐小) 

       「いのちのいろえんぴつ」 
 
   優 秀 林 日和(佐小) 三島木 宗也(佐小)  
 
 
小４ 最優秀 林 真悠(若小) 「盲導犬ベルナ」 
 
   優 秀 平戸 聖也(若小) 川村 拓也(若小) 
 
小５ 最優秀 土山 悠太郎(佐小) 

       「ピトゥスの動物園」 
 
   優 秀 大越 彩加(佐小) 本見 杏奈(浜小) 
 
小６ 最優秀 東本 睦月(浜小) 「リキシャガール」 
 
   優 秀 佐伯 李花(若小) 山本 佳奈(佐小) 
 
中１ 最優秀 鎌野 稜子 「余命一ヶ月の花嫁」 
 
   優 秀 土田 織絵 小泉 壮  
   
中２ 最優秀 井田 朱香 「目の見えない犬ダン」 
 
   優 秀 河端 実紅 森 柚乃 
 
中３ 最優秀 幸松 明日香 「１５×２４」 
 
   優 秀 柴山 友吾 井谷 悠太 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１２月の休館日 
 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２３日(木) ２７日(月) 
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 
 
◎年末年始の休館日 
 
  １２月２９日(木)～１月５日(水) 

※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 
 
  

12月 7日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    21日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

12月14日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    28日 （※28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 
 
 
 
  

12月 1日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    15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 

 （※1日は運休）  

12月 8日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    22日   

12月 2日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    16日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 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 

12月 9日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木 
  

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

杉下右京の事件簿       碇
いかり

 卯人
う ひ と

／著 
第二音楽室        佐藤

さ と う

 多佳子
た か こ

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

悪名の棺 笹川良一伝   工藤
く ど う

 美代子
み よ こ

／著 
１０年後も美しくいるための食事 

               小菅
こ す げ

 陽子
よ う こ

／著 
        

 ＜感想画＞ 
 
小１ 最優秀 渡辺 康太(佐小)  

       「かいけつゾロリのおばけやしき」 
 
   優 秀 北出 百華(佐小) 吉野 和(佐小） 
 
小２ 最優秀 豊秋 生朗(若小) 

       「めっきらもっきらどおんどん」 
 
   優 秀 千葉 雄大(若小) 新保 結梨(佐小） 
 
小３ 最優秀 小野 海里(佐小) 「野口英世」 
 
   優 秀 菅野 正太郎(佐小) 内藤 佳弥(佐小) 
  
小４ 最優秀 金澤 和嘉(若小) 

       「チャーリーと鯖ネコ」  
 
   優 秀 石川 琴音(佐小) 河端 彩海(佐小) 
     
小５ 最優秀 笹島 直也(若小) 「モチモチの木」 
 
   優 秀 土山 悠太郎(佐小) 中嶋 雄樹(佐小) 
 
小６ 優 秀 井田 景子(佐小) 海辺 菜々美(佐小)  

       西村 渓太(佐小) 

        

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

アラスカ無人島だより    松本
ま つ も と

 紀生
の り お

／著 
風の少年ムーン      ワット キー／作 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
ねずみのふわふわけいと  かさい まり／作 
あそぼうよ        レオ＝レオニ／作 

図書館工作教室のお知らせ！ 

冬休み中に工作教室を開催します。 

 ぜひご参加ください。 
 
期 日：１２月２６日 (日) 

    １月７日 (金)Ă９日 (日) 

    1 ２日 (水)Ă１４日 (金) 

    １６日 (日)  計６回 
 
時 間：午後１時～午後３時 
 
場 所：図書館 会議室 
 
内 容：スクラッチアート 

（ひっかき絵）づくり 
 
その他：筆記用具、用紙などは図書館で用意

します。材料費はかかりません。 


