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８月２５日（月）、中学生を対象に「人形浄瑠璃」

公演を開催しました。

公演では、プロの人形浄瑠璃を鑑賞したほか、

人形の仕組みや歴史についても学びました。

　　　　　　　　　　　　　　また、生徒がス

　　　　　　　　　　　　　　テージに上り、

　　　　　　　　　　　　　　実際に浄瑠璃人

　　　　　　　　　　　　　　形を動かす体験

　　　　　　　　　　　　　　も行われ、生徒

　　　　　　　　　　　　　　たちは人形に動

作をつけようと一生懸命でしたが、なかなか思

うようにいかず、会場の笑いを誘いました。

９月４日（木）には小学生を対象に、三味線・

和太鼓・唄・ピアノによる和洋融合ポップス

「Ezo'n」のコンサートを開催しました。民謡を

中心にしながら、児童が知っている曲も演奏さ

れ、手拍子や一緒に歌ったりおどったりしなが

ら音楽を楽しみました。

　　　　　　　　　　　　　　太鼓の早打ちで

　　　　　　　　　　　　　　はその迫力に「

　　　　　　　　　　　　　　すごい！」「かっ

　　　　　　　　　　　　　　こういい！」な

　　　　　　　　　　　　　　どの歓声もあが

　　　　　　　　　　　　　　り、途中、児童

が質問する時間や、ピアノや太鼓で一緒に演奏

をする場面もあり、会場一体となり楽しい時間

を過ごすことができました。

－人形浄瑠璃・和洋融合ポップス－

少年文化劇場を開催しました

子育て講座「われらは海の子～鱒
ます

編～」を８月

３０日（土）に、富武士漁港で開催しました。

この講座は佐呂間で獲れた“鱒
ます

”を題材に、体

験しながら地域の食を学び、味わうもので、

１１組２０名が参加しました。

最初に市場を見学。参加者は獲れたての新鮮な

魚を興味津々な表情で見て回り、魚の見分け方、

量り方などを佐呂間漁業協同組合職員の方から

説明を受けました。

次にチャンチャン焼き作りでは、親子や参加者

同士協力しながら、野菜切り・味噌だれ作り・

鱒捌きを体験しました。

なかには、初めて魚を

捌く参加者もいて、慣

れない作業でも漁師の

方の指導を受けながら

、一生懸命包丁を使っ

ていました。最後は、全員でチャンチャン焼き

とホタテの浜焼きを美味しくいただきました。

好天にも恵

まれ、サロ

マの産業・

味を学ぶこ

とができた

有意義な１

日となりま

した。

－佐呂間町子育て講座－

鱒（ます）捌きに挑戦しました！

今年で２５回目を迎える「ミュージックフェス

ティバル」を開催します。

実行委員会では、出演を希望する団体を募集し

ています。この機会に町民のみなさんへ日ごろ

の練習成果を披露してみませんか？

日　時：１１月１６日（日）

　　　　９時３０分開演予定

場　所：町民センター集会室

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）

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

ミュージックフェスティバル vol ２５
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佐呂間町は、今年開基 120 周年を迎えました。

これまで町を作り上げてきた先人への感謝の思

いを新たにし、町が繁栄し、町民が平和で健や

かに生活できることを目指し講演会を開催しま

す。

飯舘村では、「までい」（「手間暇を惜しまず、

丁寧に、時間をかけて、心を込めて」という福

島県北部の方言）をキーワードに、効率一辺倒・

お金が総てではない、価値観を大切にする村づ

くりが進めてられています。現在の福島の状況

や飯舘村が目指している村づくりを学び、これ

からのまちづくり、地域づくり、そして私たち

の暮らし方を考えていきたいと思います。

－佐呂間町開基１２０周年記念講演会－

「お金の世界」から「いのちの世界」・「こころの世界」へ

演　題：「お金の世界」から

　　　　「いのちの世界」・「こころの世界」へ

日　時：１１月　９日（日）

　　　　１０時３０分～１２時

場　所：町民センター集会室

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

演　題：「絆～人生を変えた様々な出会い～」

日　時：１１月２１日（金）１９時から

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）

1970 年帯広畜産大学卒業。福島県酪農青年研究連盟会長、全国酪農青年婦人会議副委員長などを歴任。

1989 年から 7 年間、飯舘村公民館の嘱託館長を務め、この間、村内の若い既婚女性を欧州の農家に派遣・

研修する「若妻の翼」事業に深くかかわる。1996 年 10 月、村長選挙で当選、以来５期連続で務める。

＜講師プロフィール＞

講　師：菅
か ん の

野　典
の り お

雄　氏

　　   （福島県飯
いいたて

舘村長）

－子育て講座　元車椅子バスケットボールパラリンピック日本代表キャプテン－

　　京谷和幸氏「絆～人生を変えた様々な出会い～」　講演会のお知らせ

1971 年北海道室蘭市生まれ。サッカーの強豪室

蘭大谷高校に進学する。1991 年にＪリーグのジェ

フ市原とプロ契約。1993 年、交通事故で脊髄損

傷。1994 年に車椅子バスケットボール実業団千

葉ホークスに入団。2000 年のシドニーパラリン

ピックから日本代表入りし、その後 4 大会連続出

場。08 年北京パラリンピックで日本選手団主将

を務める。現在は、指導者としてサッカーのピッ

チに戻るという夢を追いかける一方、車椅子バス

ケットボール界発展のため、普及活動や若手の育

成に力を注ぐ。

＜講師プロフィール＞

講　師：京
きょうや

谷　和
かずゆき

幸　氏

（元Ｊリーガー・元車椅子バスケッ

  トボール日本代表キャプテン）

子育て講座第 3 弾では、室蘭市出身の元Ｊリーガー、元車椅子バスケットボールパラリンピック日

本代表キャプテンの京谷和幸氏による講演会を開催します。

※佐呂間町ＰＴＡ連合会研究大会に併せて開催されます。

上記講演会の他に、１１月２１日（金）１３時から高校生を対象に「出会いに感謝～パラリンピッ

クとの出会い～」と題した講演会を佐呂間高校体育館で、１１月２２日（土）９時から佐呂間町体

育館にて小学生を対象とした「スポーツ交流会」を開催します。どちらも一般の方の聴講、見学が

可能ですので、ぜひこの機会に世界で活躍するトップアスリートに会いにお越しください。

　　　　　　　　　　　　　　　

入場料：無料

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

※オホーツク管内社会教育振興セミナーに併せ

　て開催されます。
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温水プールの今年度の営業は、

１０月３１日（金）をもちま

して終了させていただきます。

多くの皆さまにご利用いただ

きありがとうございました。

営業の再開は、来年５月を予定しております。

トレーニングルーム、ランニングコース、武道

館は、引き続き冬期間も営業いたしますので、

どうぞご利用ください。

温水プール営業終了のお知らせ

毎年多くの来場者で賑わう「スターまつり」。

１８回目となる今年も、幼児から一般の方まで

体を動かしながら楽しめるプログラムを用意し

ています。

体育の日、みんなで体を動かしましょう！

日　時：１０月１３日（月）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、今年もいろい

　　　　ろな運動に参加して景品をもらう「ス

　　　　タンプラリー」を実施します。

　　　　運動広場、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。

問合せ：社会教育課（２ー１２９５）

「スターまつり」を開催します！

体育の日は
　　　みんなスターに
　　　　　　　　集まろう！！
　　　　　　　　

「スターまつり」の開催に合わせて、施設を無

料開放致します。

「プール」をはじめ、「トレーニングルーム」、「ラ

ンニングコース」も無料でご利用いただけます。

体育の日は、スターで運動不足を解消しましょ

う！

　　

※トレーニングルーム・ランニングコースをご

　利用の方は、上靴をご用意ください。

※プログラム実施に伴い、時間帯により一部施

　設で利用制限がございます。

　詳しくは、スターまでお問合せください。

スターが無料で利用できます！

★開放時間 　１０時～１７時

８月からスタートした「水泳指導者養成スクー

ル」が、１０月の指導実習で終了を迎えます。

毎回、前半にスター会議室で「水泳の特性」や「初

心者指導法」についての講義を受けてから、後

半は、プールで４泳法のフォーム改善やスピー

ドアップのための実技講習を行っています。

また、指導員資格の検定種目でもある「横泳ぎ」

や「潜
せんこう

行」の練習も今後行う予定です。

３名の受講生たちは久しぶりの座学に少し戸惑

いながらも、熱心に受講しています。

今後の活躍に期待しています。

水泳指導者
　　　養成スクール実施中！

　理論講習中

　実技講習中　
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個人や団体で、あおぞら号の巡回を希望される方は図書
館までご連絡ください。

火

曜

日

１０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

　　　２８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

水

曜

日

１０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

　　　２９日 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

（※１５・２９日運行）

１０月　８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２２日

木

曜

日

１０月　２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１６日 佐呂間中学校 12：30 ～ 12：45

　　　３０日 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

１０月　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２３日

１０月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
１０月　４日（土）　１１日（土）　１４日（火）

　　　１８日（土）　２５日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
１０月　６日（月）　１４日（火）　２０日（月）

　　　２７日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
１０月　６日（月）　１３日（月）　１４日（火）

　　　２０日（月）　２７日（月）　３１日（金）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

えほん

　おいぬさま　　　　　　　　　荒
あ ら と

戸　里
り や こ

也子／作

　ちきばんにゃー　　　　　　　きくち　ちき／作

　かげのひこうき　　　　　　　　五
ご み

味　太
た ろ う

郎／作

小説・文芸書

　どろにやいと　　　　　　　　　戌
い ぬ い

井　昭
あ き と

人／著

　後妻業　　　　　　　　　　　　黒
く ろ か わ

川　博
ひ ろ ゆ き

行／著

　テミスの求刑　　　　　　　　　大
だ い も ん

門　剛
た け あ き

明／著

児童・青少年向け

　いのちの花　　　　　　　　　綾
あ や の

野　まさる／作

　マッサンとリタ　　　　　　　　川
かわしま

嶋　康
や す お

男／著

　ぼくが見た太平洋戦争　　　　　　宗
そ う だ

田　理
おさむ

／著

一般書

　闘魂外交　　　　　　　　　アントニオ猪
い の き

木／著

　評伝月形潔　　　　　　　　　　桟
かけはし

　比
ひ ろ こ

呂子／著

　理想にとらわれない生き方　　金
か ね こ

子　由
ゆ き こ

紀子／著

人形劇やゲームなど、楽しいことが

たくさん詰まった１日です。

お友だちやご家族の方等お誘いのう

え、遊びにお越しください。

図書館まつりのお知らせ

日　時　１１月３日（月）　１０時～１７時

内　容

・古本市（１冊１０円～）

・図書館スタンプラリー

・図書館すごろく

・工作教室

・バルーンアートショー

・おはなし広場

　（人形劇公演）

・特別展示

・その他にもゲームなどを予定しています。

　※当日、お手伝いを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

　　話でご確認願います。

１０時～１７時

１０時～１１時３０分

１０時～１１時３０分

１０時～１１時３０分

１３時～１３時３０分

１４時～１４時３０分

１０時～１７時


