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２０１２ 

体験活動で地域を知り・学び、

身近な自然を満喫しました！ 

小学４～６年生を対象とした「わんぱく

広場（宿泊交流体験ăサイクリング）」 

を７月２５日から２泊３日の日程で開催

しました。今回は、２７名の児童が、サ

イクリングをしながら「常呂少年自然の

家」、「知来ふるさと館」に宿泊し、様 

々な体験活動を行いました。 

１日目は、自転車で常呂少年自然の家へ

移動し、貝殻ペイントや火起こし体験、

野焼きパン作り、野外炊飯などを体験。 

２日目には、サロマ湖での船釣りや流し

そうめん、野菜収穫、釜風呂入浴を体験 

９ 

＜参加者の感想文から＞ 
 

〇自分で釣ったカレイを食べました。骨が

いっぱいあったけど美味しかったです。 

〇３日間、自転車で行ったり帰ったりする

のはとても疲れたけど、自分達でご飯を

作ったり、釣りをしたりするのは、とて

もいい体験になりました。 

〇特に楽しかったのは、たくさん友達が出

来たのと、友達に自分から話せたのが良

かったです。 

〇魚釣りと流しそうめんが楽しかった。 

 ６年生最後のわんぱく広場、思い出にな 

 ったので良かったです。 

参加した児童たちは、地域の方々と直接

交流することで、地域を知り、たくさん

のことを学んでくれたと思います。 

するなど、地域の

身近な自然を思い

きり満喫しながら

３日間の共同生活

を通じて、お互い

に交流を深めまし

た。 

サロマ湖での船釣り 

また、今回も

各プログラム

の実施にあた

り、多くの住

民の方々にご

協力をいただ

きました。 

参加者の安全確保に努めていただきまし

た。知来ふるさと館での食事では、食生

活改善推進員の皆さんが食事作りを担当

いただき、児童たちが釣った魚や、収穫

した野菜を使った献立で地産地消を体感

させていただきました。サロマ湖での魚

釣りや野菜収穫、釜風呂入浴でも地域の

皆さんに、ご指導、ご協力をいただきま

した。 

サイクリング移動 

食生活改善推進員の皆さんと 

３日間を通じての自転車移動には、サイ

クリング協会の皆さんに伴走いただき、 
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日 時：１０月１０日（水）午前１０時～ 

場 所：町民センター集会室 

入場料：無料 

問合せ：社会教育課（２―１２９５） 

寿大学４０周年記念事業 

公開講座のお知らせ！ 

【海流座公演】 
 

日 時：９月３０日（日）午後７時開演 

場 所：町民センター集会室 

内 容：演劇（２部構成） 
 

「父帰る」菊地寛作 米倉斉加年演出 
近代日本劇の草分けの作品。家庭の成立、個人の自

我の確立の芽がこの作品に見えます。現代の家庭の

問題と、父親の存在の問題がここにはあります。 
 

「二十二夜待ち」木下順ニ作 米倉斉加年演出 
人をだまさず、金をごまかさず、正直なのを、世間

は馬鹿にする。心の美しいことは他人に劣ることな

のか。現実の社会の市民を描いた現代劇です。 

夢創（佐呂間町芸術文

化事業企画委員会）主

催の米倉斉加年
よ ね く ら ま さ か ね

「海流

座」公演が開催されま

す。この公演の中で、

町民エキストラの出演

も予定されています。 

米倉斉加年「海流座」 

公演を開催します！ 

第６回 安保 真(あんぼまこと) 

「サロマ～ふるさと展」開催！ 

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、墨を滲ませる独特の技法で

期 間：１０月５日（金）～１２日（金） 

時 間：午前１０時～午後７時 

    ※１２日は１２時まで 

場 所：町民センター第１研修室（１階） 

入場料：無料 

問合せ：社会教育課（２－１２９５） 

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。 

「第１６回スターまつり」 

を開催します！ 

津軽三味線とお話 高橋祐次郎 
 

～最高峰の津軽三味線と笑いがいっぱいの独演会～ 

佐呂間町寿大学の４０周

年記念事業として、高橋

祐次郎さんの独演会を開

催いたします。 

一般の方もご覧いただけ

ますので、この機会に最

高峰の津軽三味線をお楽

しみください。 

日 時：１０月８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。 

※詳しくは、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ă運営：佐呂間町スポーツ推進委員 

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。ぜ

ひご覧ください。 

プロフィール：秋田県角館出身 

日本民謡協会入会後、自身の流派「民祐会」を創立。

昭和62年、津軽三味線合唱団 高橋祐次郎＆KAZEを結

成。国内各地、海外にて公演。角館親善大使。 
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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 

こスイミング教室」を３日間、開催し

ました。教室では、プールでのルール

やマナー、初歩の水泳を楽しく学びま

した。１日目は、みんな少し緊張気味

の様子でしたが、３日目には、雰囲気

にも慣れ、みんな笑顔で元気に泳ぐこ

とができました。 

７月３１日から４日間にわたり、温水

プールで「夏休み短期水泳教室」を開

催しました。３１名の子どもたちは、

「顔つけ１０秒」、「け伸びキック５

ｍ」、「クロール２５ｍの完泳」な

ど、それぞれの目標に向かって頑張っ

て泳ぎました。４日間で泳ぎの上達は

もちろん、目標に向かって努力するこ

との大切さも学び、参加した子どもた

ちは大きく成長したようです。 

人形劇サークル『ぱんぷ

きん』の人形劇公演を行

います。 

皆さんのご来場をお待ち

しています。 

人形劇公演会のお知らせ！ 

「夏休み短期水泳教室」終了！ 

９月６日（木）から平日の

プール開館時間が下記のと

おり変更になります。 

「ちびっこスイミング」終了！ 

プール開館時間の変更について 

平日のプールの開館時間 

 午後１時～午後９時（火～金曜日） 

※土日は引続き午前１０時から午後５時  

 の開館です。 

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（日）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 

〇若佐パークゴルフ場 

〇１００年広場パークゴルフ場 

〇浜佐呂間パークゴルフ場 

〇総合グラウンド（ソフトボール場） 

８月７日からは、来年度、新一年生に

なる子どもたちを対象とした「ちびっ 



  
◎スターの休館日 
   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  １８日(火) ２３日(日) ２４日(月)  

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

◆職員防災訓練のため、下記の日時が休館に  

 なります。 

 休館日時 ２８日(金) 12：00～15：30 
 

◎図書館の休館日 
 
   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  １８日(火) ２２日(土) ２４日(月) 

  ３０日(日)  

※月曜日ă祝日及び図書整理日が休館になり 

 ます。 

 

◎町体育館 
 
 ６月１６日から１１月２０日まで 

 改修工事のため全館閉館とさせて 

 いただきます。 
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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（2-2215）までご連絡ください。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 

曜 

日          

 9月 4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 

 9月11日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    25日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

水 
曜 
日               

 9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 

 9月12日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

木 

曜 

日             

 9月 6日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

     夢ふうせん １３：２０～１３：４０ 

     浪速 上伊沢宅前 １４：００～１４：１５ 

 浪速 阿部宅前 １４：２０～１４：３５ 

 9月13日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    27日   

    26日   

    20日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

９月の休館日のお知らせ！ 
  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

・もらい泣き          冲方
うぶかた

 丁
とう

／著 
・回廊封鎖          佐々木

さ さ き

 譲
じょう

／著 

・白ゆき姫殺人事件      湊
みなと

 かなえ／著 

 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

・のうだま ２       上大岡
かみお お お か

 トメ／著 

・論戦 ２０１２      櫻井
さくら い

 よしこ／著 
・救国の八策         佐々

さ っ さ

 淳行
あつゆき

／著 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

・ほねほねザウルス ８   カバヤ食品
しょくひん

／監修 
・一期一会真友だから。  チーム１５１Ｅ

い ち ご い ち え

／文 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

・もっといろいろばあ     新井
あ ら い

 洋行
ひろゆき

／作 

・いしかりがわ         村松
むらまつ

 昭
あきら

／作 

町内各学校が夏休み期間中であった、７

月２８日に映画上映会を開催し、３０人

の子どもたちが集まりました。 

また、７月２５日から８月５日までの間

で６回開催した、図書館の本を用いて答

えを見つけ出すクイズ大会に

は、延べ９４人の方に参加いた

だきました。 

映画上映会、図書館クイズ大会 

が行われました！ 

日  時：９月２９日（土） 

      午後１時３０分から 

場  所：図書館 絵本コーナー 

内  容：人形劇Āぞうさんとねずみくんā 

     ペープサートĀひよこā ほか 

対  象：幼児から一般 


