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サロマっ子 

 吹奏楽でも大活躍！ 

佐呂間町では、佐呂間ジュニアブラス

（小学生）、佐呂間中学校吹奏楽部、佐

呂間高校吹奏楽部と、各年代の学校にお

いて吹奏楽が盛んです。今回はその活躍

の様子をご紹介します。 

佐呂間ジュニアブラスは、平成元年に

創立された小学生のブラスバンドです。

佐呂間町の小学生は誰でも参加できま

す。現在は全員佐呂間小学校の児童で、

２年生４名、３年生２名、４年生６名、

５年生８名、６年生７名の計２７名で週

２回、佐呂間小学校で練習しています。

活動は、校内行事や町内行事の他、福祉

施設の訪問や町外でのスクールバンド

フェスティバルにも参加しています。ま

た、毎年

２月には

定期演奏

会を開き

１年の成

果を発表

しています。顧問の河端先生は、「楽器

の上達はもちろんですが、相手を思いや

る心と、何かを成し遂げる喜びを子ども

達に感じて欲しい」と日々、練習を指導

されているそうです。 

 佐呂間中学校吹奏楽部は、現在１年生

１０名、２年生８名、３年生１５名の計

３３名で活動しています。北見地区吹奏

楽コンクールで平成２１年に金賞を初

受賞して以来、今年で３年連続金賞を

受賞しています。また、マーチングコ

ンテスト

では、今

年で４年

連続金賞

を受賞し

全道大会

へ出場しています。  

 毎年恒例の定期演奏会が、１１月５日

午後６時３０分から佐呂間中学校体育

館で開催され、クラシックから演歌まで

幅広いジャンルの曲が用意されており、

スペシャルゲストの出演や町民参加の

曲など、管内トップレベルの実力披露の

他に、楽しめる要素をふんだんに盛り込

んだ内容となっているようです。 

 佐呂間高校吹奏楽部は、３年生５名が

引退し、現在１年生７名で活動していま

す。今年のコンクールではラモー作曲の

歌劇「優雅なインドの国々」を１２名で

演奏し、各人の技術の高さと人数を感じ

させないパワフルなサウンドで、２５年

振りの金賞受賞となりました。年間の活

動は、コンクールの他に神社の例大祭、

かぼちゃ祭、学校祭、校文連等があり、

現在は１月に開催されるアンサンブル

大会への

出 場、そ

して全国

制覇を目

指 し、毎

日練習に

励んでいます。 
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｢ミュージックフェスティバル｣ 
参加団体募集中！ 

日 時：１１月２０日(日) 

      ９時３０分～１１時３０分      

場 所：町民センター 

対 象：町内の各学校及び吹奏楽団体、 

    音楽サークル(吹奏楽、器楽演 

    奏、合唱など) 

申込み：１０月２１日 (金) までに実行委

員会事務局 (社会教育課内）にあ

る参加申込用紙に

て、お申し込みく

ださい。 

今年で２２回目を迎える「ミュージッ

ク フェスティバル」が１１月２０日

(日)に町民センターで開催されます。 

 実行委員会では、出演を希望する団

体を募集しています。  

 この機会に町民の皆さ

んへ日頃の練習成果を披

露してみませんか？ 

佐呂間町教育講演会 

「子育てについて」の講演会！ 

日 時：１１月６日（日） 

      午後２時～午後３時１５分  

場 所：町民センター 

演 題：「生きながら生まれ変わる」 

講 師：歌手 米 良 美 一 氏 

入場料：無料 

その他：託児希望者は２８日

（金）までに、社会教

育課（２－１２９５）

まで連絡願います。 

主 催：佐呂間町ＰＴＡ連合会 オホーツク

地域人権啓発活動ネットワーク

協議会 佐呂間町教育委員会 

毎年、町ＰＴＡ連合会と

共催で実施しております

教育講演会を今年は網走

中部地区ＰＴＡ連合会の

母親研修会と町人権啓発

講演会も併せて開催しま

す。講師は「もののけ姫」

の主題歌を歌い脚光を浴

びましたカウンターテナー歌手の米良

美一さんをお迎えします。 
先天性骨形成不全症という難病と闘い

ながらも困難を乗り切り、歌の世界で才

能をひからせた経験をお話しいただき

ます。みなさんお誘い合わせの上ご来場

ください。  

思うは招く～夢があればなんでもできる～ 

植松努さん講演会！ 

「信じるに値する未来があるから、人

は頑張れる」 

「未来を担う子ども達のために世の中

から『どうせ無理』をなくしたい。」 

 赤平市で小さな町

工場を営みつつ、子

どものころからの夢

を追い、誰もが「無

理」と考えるロケッ

トの実用化にチャレ

ンジ。 

 子ども達のために夢を追い、世界を

またにかけて飛びまわる、植松さんか

らの熱いメッセージ。ぜひ、お誘いあ

わせの上ご来場下さい。 

日 時：１０月２０日（木）１８：３０～ 

会 場：町民センター 

講 師：植松 努 氏 

    ㈱植松電機専務取締役） 

入 場：無料 

託 児：託児希望者は１４日（金） 

    までに下記までお申し込み下さい 

問合せ：社会教育課（２－１２９５）  

主 催：佐呂間町家庭教育推進会議 

    佐呂間町教育委員会 
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スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
   ３日(月) １０日(月) １１日(火) 

  １２日(水) １７日(月) ２４日(月)   

  ３１日(月)  

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

｢第１５回スターまつり｣ 

を開催します！ 

体育の日、毎年多くのご来場者でにぎわ

う「スターまつり」を今年も開催します。

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：スポーツ表彰式をはじめ、おまつり 

広場、水中ゲーム、絵本読み聞かせ、

空手型披露、剣道体験、小学生を対象

とした体力測定会、一般の方を対象

としたフィットネスプログラム体験

会や、全日本選手権も行われている

ニュースポーツ「玉入

れ」の実践など、楽しい

催し物がいっぱいです。 
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 
協力：佐呂間町社会教育委員、佐呂間町ス

ポーツ少年団本部、読み聞かせの会

じゃんけんぽん、水みーずくらぶ、 

   森永乳業㈱佐呂間工場 

「フィットネスプログラム 

体験会」開催のお知らせ！ 

１０月１０日（月）開催のスターまつり

に合わせて、「フィットネスプログラム

体験会」を開催いたします。 

「肩」や「腰」の違和感改善に効

果的です。この機会にぜひご参

加ください。 
 
◇姿勢改善エクササイズ①（基礎編） 
 
～ストレッチポールの基本動作～ 
 
時 間：１３：３０～１３：５５ 

定 員：１０名（先着順） 

場 所：武道館 

 
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 

◇姿勢改善エクササイズ②（応用編） 
 
～ストレッチポールによる骨盤調整体操～ 
 
時 間：１４：００～１４：２５ 

定 員：１０名（先着順） 

場 所：武道館 
 
※どちらのプログラムも

動きやすい服装でお越し下さい。 

※対象は一般男女です。疾患をお持ちの

方、妊娠中の方はご遠慮願います 

※料金は無料です。 

※事前予約が可能です。スターまでお申

込ください。（空きがある場合は当日の

お申込も可能です） 

定員になり次第締め切りとさせて頂

きます。 
 
 指導担当：前 典宏（健康運動指導士  

NSCAパーソナルトレーナー） 

温水プール営業終了のお知らせ！ 

温水プールの今年度の営業は１０月３０

日（日）を持ちまして終了させて頂きます。 

 トレーニングルーム、ランニングコー

ス、武道館は引き続き冬期間もご利用い

ただけます。 
 なお、１０月３０日（日）は個

人使用に限り全館無料開放とい

たします。皆様のお越しをお待

ちしております。 
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※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          
10月 4日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

  18日  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 

10月25日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

     宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

水 

曜 

日               

10月 5日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    19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 

 （※5日は運休）  

10月12日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    26日   

10月 6日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    20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 

10月13日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    27日   

木 

曜 

日            

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

少女不十分         西尾
に し お

 維新
い し ん

／著 
マスカレード ホテル    東野

ひがし の

 圭吾
け い ご

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

やっぱり肉が好き   小林
こばやし

 ケンタロウ／著 
毎日かあさん ８     西原

さいばら

 理恵子
り え こ

／著 
     

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
 
   ３日(月) １０日(月) １１日(火) 

  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。 

図書館まつりのお知らせ！ 

      

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
きらめきハートのドレス 

            あんびる やすこ／著 
ソーラーカーで未来を走る  木村

き む ら

 英樹
ひ で き

／著 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

なぞなぞのみせ      石津
い し づ

 ちひろ／文 

コクリコ坂から      高橋
たかはし

 千鶴
ちづ る

／原作 

人形劇やゲームなど、楽しいことがいっ

ぱいの一日です。 

 友だちや家族の方と

いっしょに遊びに来て

ください。 
 
日 時：１１月３日（木） 

 午前１０時～午後５時 

場 所：図書館 佐呂間児童館 

内 容： 

 古本市（１冊１０円～） 

１０：００～１７：００ 

 図書館スタンプラリー（館内を歩き回る） 

  1 ０：００～１１：３０ 

 図書館すごろく（巨大すごろく遊び） 

１０：００～１１：３０ 

 おはなし広場（人形劇公演 紙芝居  

           あめ細工の実演） 

１３：３０～１６：００ 

 工作教室（マーブリングしおり） 

１０：００～１１：３０ 

 特別展示（私のおすすめ本特集などの展示） 

   １０：００～１７：００ 
 
その他：当日、お手伝いをしていただけるボ

ランティア（高校生以上）をあわせ

て募集いたします。詳しくは、図書

館のカウンターまたはお電話（２

－２２１５）でご確認願います。 

 


