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たくさんのお友達と 

充実した３日間を過ごしました！ 

した。どの食事も

食改さんの心のこ

もった料理で、児

童たちはもりもり

食べていました。 

屋外体育施設夜間照明 

終了のお知らせ！ 

今年の屋外体育施設夜間照明（ナイ

ター）は９月３０日（金）をもちまして

終了させていただきます。 

 なお、各施設の日中のご利用は１１月

中旬までの予定になっています。 
 
夜間照明（ナイター）利用施設 

 若佐パークゴルフ場 

 百年広場パークゴルフ場 

 浜佐呂間パークゴルフ場 

 総合グラウンド（ソフトボール場） 

 佐呂間テニスコート 

小学４～６年生を対象としたわんぱく

広場「宿泊交流体験」が８月２日から

４日まで行われました。 

 参加した３０名の児童は、町民セン

ターに２泊して、魚釣り、空き缶炊

飯、いもほり体験、ウォークラリー、

流しそうめんなどをしながら、３日間

の共同生活を通じて、お互いに交流を

深めました。 

 なかでも、魚釣りでは初めてする児童

がほとんどでしたが、大きいカレイを

釣った子や、カレイを２匹釣った子、終

了時間間際にカジカを釣った子、１匹も

釣れずに海草

ばっかり釣って

いた子など様々

でしたが、みん

な貴重な体験が

でき喜んでいた

様子でした。 

 今回の事業では、佐呂間町食生活改善

推進員の皆様にご協力をいただき、３日

間の食事づくりを担当していただきま

＜参加者の感想文より＞ 
 

船に乗るのが初めてで心配だったけどカ

レイが２匹釣れたので良かった 
 
空き缶で上手くご飯が炊けて良かった 

 
暑い日だったので、冷たい流しそうめん

がすごくおいしく感じた 
 
おばさんたちが作ってくれた食事はとて

も美味しかった 
 
来年はもう中１だからいけないけど良い

思い出がつくれた 
 
他の学校の人と仲良くできたので、参加

して良かった 
 
色々なことをやらせてもらって楽しかっ

たので来年もまた参加したい 
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｢第１５回スターまつり｣ 

を開催します！ 

今年もプールや武道館などで楽しい催

し物がいっぱいの「スター

まつり」を開催します。み

なさんお誘い合わせの上、

ご家族揃ってご来場くださ

い。お待ちしております。 
 

日 時：１０月１０日(月) 午前９時～ 

場 所：武道館･温水プール「Ｓｔａｒ」 

内 容：スポーツ表彰をはじめ、おまつり

広場、水中ゲーム、絵本の読み

聞かせなど楽しい催し物を予定

しています。詳細については、

町内各施設にポスターを掲示し

てお知らせします。 
 
主 催：佐呂間町教育委員会 

企画・運営：佐呂間町体育指導委員 

８月２日から３回にわたり、来年度新一年

生となる子供たちを対象とした「ちびっこ

スイミング教室」が開催されました。 
プールにおけるルールやマナー、初歩の
水泳を楽しく学びました。 

最初はみんな顔を水につけることで精

一杯でしたが、最終日にはほとんどの子

が１人で浮かべるようになりました。３

日間でみんなプールが大好きになった

ようです。 

プールが大好きになりました！ 
世界のピアニストに育てた母 

「辻井いつ子」子育て講演会！ 

ピアニスト「辻井伸行さん」の母。 

目の不自由な息子を世界

のピアニストに育てた母

の子育て講演会を下記の

とおり開催します。みなさ

んお誘いあわせの上ご来

場ください。 
 
日 時：９月３０日（金）開演１８:３０  

場 所：町民センター集会室 

入場料：前売り ５００円、当日 ８００円 

（高校生以下無料） 

託 児：託児希望者は２２日（木）までに 

社会教育課（２－１２９５）まで

お申し込み下さい 

主 催：夢創（佐呂間町芸術文化事業企画委員会） 

問合せ：夢創事務局 ２－３５６０ 

社会教育課 ２－１２９５ 

第５回 安保 真（あんぼ まこと） 

「サロマ～ふるさと展」開催！ 

期 間：１０月４日(火)～１０日(月) 

時 間：午前９時～午後７時 

場 所：町民センター 身障者室（１階） 

入場料：無料 

問合せ：社会教育課（２－１２９５） 

佐呂間町出身で国内外で広く活躍中の

現代墨アート作家安保真さんの作品展

を開催します。「ふくろう」をモチーフ

にした作品は、墨を滲ませる独自の技法

で描かれ、墨

絵とは思えな

いものばかり

です。きっと

優しい気持ち

になれると思

います。是非

ご覧下さい。 
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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 「 Ｓ ｔ ａ ｒ」 
２－２２６１まで 

 
◎９月の休館日 
   ５日(月) １２日(月） １９日(月) 

  ２０日(火) ２４日(土） ２６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！ 

７月２６日から５日間にわたり温水

プールで「夏休み短期水泳教室」が開催

されました。全クラス合計６０名の子供

たちは、それぞれの目標に向かって一生

懸命泳ぎ、５日間とは思えないほどの成

長ぶりを見せてくれました。 

中にはテストに落ちてしまい、悔し涙を

見せる子もいましたがこの悔しさをバ

ネに、きっと次のスクールでもがんばっ

てくれることでしょう。みんなよくがん

ばりました。 

５日間の水泳教室で 

一生懸命泳ぎました！ 

プール開館時間の変更について！ 

９月１３日（火）から平日
のプール開館時間が下記
のとおり変更となります。 
 
 開館時間 
   午後１時～午後９時（火～金曜日） 

※土日は引き続き午前１０時～午後５
時の開館です。 

人形劇公演と「動くあやとり 

講習会」のお知らせ！ 

Ａコースに参加した皆さん 

Ｂコースに参加した皆さん 

人形劇サークル「ぱんぷきん」の人形劇

公演と動くあやとり講習会を下記のと

おり行います。 

皆さんの参加をお待ちし

ています。 
 
日 時：９月１７日（土）     

場 所：図書館 絵本コーナー 
 
＜人形劇公演＞ 

時 間：午後１時３０分から  

対 象：幼児から一般 

内 容：人形劇「だるまちゃんとてんぐちゃん」 

ミュージックシアター「山の音楽家」ほか 
 
＜動くあやとりを作ろう＞ 

時 間：午後２時から 

対 象：小学生から一般 

（保護者同伴の幼児も可） 

内 容：二匹の金魚、蚊など動く 

あやとりの作り方講習 

定 員：５０名 

申込み：９月１３日（火）までに図書館へ 

お申し込み下さい。 

その他：申込をした方は、人形劇公演前に 

図書館カウンターで「あやとり

紐」を受け取って下さい。人形劇

公演終了後「動くあやとり講習

会」を始めます。 



どんなことでもお気軽にご相談ください！  生涯学習インフォメーション ℡２－１２９５ 

教育委員会だより「夢通信」 2011年9月号 №246 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎９月の休館日 
 
   ５日(月) １２日(月) １９日(月) 

  ２０日(火) ２３日(金) ２６日(月) 

  ３０日(金)     
 
※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 

曜 

日          

 9月 6日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

     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 

 9月13日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    27日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

水 

曜 

日              

 9月 7日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    21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 

 （※7日は運休）  

 9月14日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    28日   

 9月 1日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    15日   

    29日   

 9月 8日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    22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 

木 

曜 

日           

   

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

クマのあたりまえ      魚住
う お ず み

 直子
な お こ

／著 
１５歳の志願兵    ひろはた えりこ／文 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
わたしはあかねこ       サトシン／作 
ぞうさんのおとしあな     高畠

たかばたけ

 純
じゅん

／作 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

密売人           佐々木
さ さ き

 譲
じょう

／著 
無名騎手          蓮見

は す み

 恭子
き ょ う こ

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 
食べたら種まき          ヒナ／著 
森永製菓のおやつにしましょ  森永製菓

も り な が せ い か

／著 
     

「ブックスタート」 

アンケート結果！ 

ブックスタート事業について、昨年度の

対象者４４名に事後調査アンケートを

行いました。回答者数

は９名でしたが、すべ

ての方が、ブ ックス

タートは絵本の読み聞

かせのきっかけとな

り、手渡された絵本は自宅でも活用され

ていました。また、図書館へ持参され、

利用のきっかけになっ

た方もおられました。 

アンケート結果につい

ては、ブックスタート会

場に掲示し、今後の取り

組みの参考にさせていただきます。 

 ご協力ありがとうございました。 

＜アンケートの中から抜粋した感想など＞ 
 
もらった絵本は、今でもお気に入りの1冊

になっています。  

特に「もこ もこもこ」がお気に入りで

す。自分で開いていたり「読んで」と

持ってきます。素敵な本をありがとう

ございました。 

「もこ もこもこ」の本がお気に入りの

ようでした。「ガタンゴトン」はあま

り見てくれませんでした。 

いただいた本が、もうすでに持っていた

本でした。できれば数冊の本から選択

することもできたらと思いました。 


