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佐呂間町芸術文化支援事業が

始まります

４月１日（水）から、「佐呂間町芸術文化支援

事業」が始まります。

この事業は、佐呂間町内における芸術文化公演

等の鑑賞機会の充実を図り、また、町民の自主

的な芸術文化活動の活性化を図ることを目的に

実施するもので、町内で行われる芸術文化公演

（講演）事業に対し、下記の支援を行います。

毎年４月は、

「北海道春の学び推進月間」です。

“知りたいと思う気持ちがスタートだ”

春の学び推進月間です！

グループでの学習活動には
“まなびすと”を活用ください！

“まなびすと”とは、町民のみなさんの自主的

な学習活動を支援することを目的とした制度で

す。町内にお住まいの方で、５名以上の団体・

グループがご利用いただくことができます。

皆さんもこの制度を有効に活用して、様々な学

習・文化・スポーツ活動に取り組んでください。

＜地域学習活動支援事業“まなびすと”＞

【支援対象学習活動】

町民５名以上で自主的に企画・立案して実施する

学習活動等が該当します。

ただし、次の団体は“対象外”になります。

　 ・町から補助を受けている団体

　 ・すでに継続的に活動を行っている団体

　※既存活動以外の学習活動は対象になります。

　　（外部講師による学習会等）

【支援内容】

　（指導・助言）　学習情報の提供、講師紹介

　（金銭的支援）　講師・指導者に対する謝礼

　　　　　　　　学習に必要な消耗品

　　　　　　　　※謝礼は２０，０００円が上限

　　　　　　　　※消耗品は５，０００円が上限

　（ 会 場 提 供 ）公共施設使用料免除

◎詳しくは、社会教育課（２－１２９５）までお

　問い合わせください。

＜佐呂間町芸術文化支援事業＞

【支援内容】

　・事業費の補助

　　（対象経費から入場料収入等を除いた額、

　　　上限１５０万円、原則入場料を徴収）

　・公共施設使用料免除

　・公共施設でのチケット取り扱い

　　（教育委員会、町民センター、若佐コミセン、

　  　浜佐呂間活性化センター）

　・町民センター先行予約

　・名義後援

【対象事業】

下記の条件を満たす事業で、選考委員会が認めた

もの。

　・芸術、文化等の公演（講演）事業

　　（政治・宗教・営利を目的とするものは対象外）

　・町内の団体、実行委員会等が主催する事業

　・広く町民を対象とするもの

　　（夢通信、新聞折込チラシ等で周知）

◎今年度は６月上旬に選考委員会の開催を予定

　していますので、事業開催の予定のある方は、

　５月２０日（水）までに事業計画書を提出し

　てください。（その後も受け付けられる場合

　もありますので、随時ご相談ください。）

◎計画書の様式、申請の方法など、詳しくは社

　会教育課（２－１２９５）までお問合わせく

　ださい。

　　　　　　　　学習に必要な消耗品

　　　　　　　　※謝礼は２０，０００円が上限

　　　　　　　　※消耗品は５，０００円が上限
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英会話教室　生徒募集

佐呂間英会話サークルでは、下記のとおり生徒

を募集いたします。初心者大歓迎ですので、英

会話に興味のある方は、この機会に、是非ご参

加ください。

＜開催日時＞　

　毎月　第１・３木曜日　午後７時～午後８時

　※初回は５月７日（木）になります。

＜開催場所＞　町民センター

＜ 対 象 者 ＞　高校生以上

＜ 講 　 師 ＞

　ブレナ・ケニッカー（佐呂間町語学指導助手）

＜ 参 加 費 ＞　毎月５００円（１人）

＜ 申 込 先 ＞　

　０９０－２６９２－４９０８（弘内）

＜申込締切＞

　４月１５日（水）

３月４日（水）、町民センターで平成２６年度

佐呂間町寿大学卒業式・修了式を行いました。

４年間の学習課程を修了した１1 名が卒業を迎

え、年間の授業時数の２／３以上を受講した

１３８名の学生が修了証を受け取りました。

また、卒業後も研究生として学習を続け、１６

年間寿大学を修了した学生に贈られる博士号も

６名の学生に授与されました。

式典では、卒業生を代表して下元徳夫さんが謝

辞を述べて、平成２６年度寿大学を締めくくり

ました。

平成２７年度の寿大学は、４月２１日（火）に

入校式を予定し、５月から講座とクラブが始ま

ります。講座によっては一般公開もいたします

ので、興味のある方はぜひ一度お越しください。

「寿大学」２６年度学習課程修了
－第３９回卒業式　第４２回修了式－

町民の皆さんの学習活動・スポーツ活動のお手

伝いをするため、佐呂間町には社会教育委員・

スポーツ推進委員を設置しています。ご意見・

ご相談などあればお近くの社会教育委員・ス

ポーツ推進委員までお声かけください。

町民の皆さんの
「まなび」を応援します！

＜佐呂間町社会教育委員＞

社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立

案や会議で意見を述べるほか、社会教育に関す

る事項について地域で助言・指導を行います。

　　　　・鈴　鹿　　　保　（大成）

　　　　・川　又　孝　子　（富丘）

　　　　・眞　如　智　子　（朝日）

　　　　・川　又　聖　子　（西富）

　　　　・干　場　　　久　（西富）

　　　　・室　井　公　裕　（西富）

　　　　・山　保　浩　之　（西富）

　　　　・尾　崎　　　実　（宮前町）

　　　　・清　水　律　子　（宮前町）

　　　　・田　中　優　紀　（宮前町）

　　　　・檜　垣　久美子　（宮前町）

　　　　・星　　　保　行　（永代町） 

　　　　・中　川　秀　樹　（北）

　　　　・村　岡　大　輔　（浜佐呂間）

　　　　・室　井　隆　治　（浜佐呂間）

　　　　・船　木　耕　二　（富武士）

　　　　　※敬称は省略させていただきます。

＜佐呂間町スポーツ推進委員＞

スポーツ推進委員は、スポーツ振興のため実技

指導や社会体育事業に対する協力・指導助言を

行い、生涯スポーツ推進のための活動を行いま

す。

　　　　 ・佐　伯　優　一　（若佐）

　　　　・小　林　知　穂　（西富）

　　　　・十　亀　美由紀　（西富）

　　　　・赤　井　諒　子　（宮前町）

　　　　・名　雪　早　苗　（宮前町）

　　　　・三　田　寿　一　（宮前町）

　　　　・住　吉　健　司　（浜佐呂間）

　　　　・室　井　久　志　（富武士）

　　　　　　※敬称は省略させていただきます。
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「利用者登録」をお願いします

はじめて図書の貸し出しを希望される場合は、

利用者登録が必要になります。

所定の用紙に、「氏名」・「住所」・「電話番号」

などをご記入いただきます。

登録後、利用者カードを発行いたします。また、

５年間図書の貸し出しのご利用がない場合も、

再登録の手続きが必要になります。

えほん

　あっ！みーつけたっ！！　　　　大
おおしま

島　妙
た え こ

子／絵

　ぶららんこ　　　　　　　鈴
す ず き

木　のりたけ／作絵

　おむかえ　　　　　　　　　ひがし　ちから／作

小説・文芸書

　睦月童　　　　　　　　　　　　西
さいじょう

條　奈
な か

加／著

　レオナルドの扉　　　　　　　　真
し ん ぽ

保　裕
ゆういち

一／著

　リケイ文芸同盟　　　　　  　　  向
む か い

井　湘
しょうご

吾／著

一般書

　飛び猫　　　　　　　　　　五
い が ら し

十嵐　健
け ん た

太／写真

　おりがみ大百科　　　　　　　小
こばやし

林　一
か ず お

夫／監修

　海辺を食べる図鑑　　　　　　　向
むこはら

原　祥
よしたか

隆／著

児童・青少年向け

　四年変組　　　　　　　　　　　季
き み

巳　明
あ き よ

代／作

　ドラゴン王さまになる　　　　茂
も い ち

市　久
く み こ

美子／作

　１４歳からのリスク学　　　　　　山
やまもと

本　弘
ひろし

／著

※当分の間、浪速方面への巡回を休止いたします。

火

曜

日

　４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

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

　４月１４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２８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

水

曜

日

　４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

（※１５日運行）

　４月　８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２２日

木

曜

日

　４月　２日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１６日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　３０日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

（※１６日・３０日運行）

　４月　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２３日

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。

「しかけ絵本」を展示します！

４月２３日（木）の「子ども読書の日」にあわ

せて、４月１４日（火）から５月１日（金）ま

で、児童閲覧室において、しかけ絵本の展示を

開催します。

ページをめくるたびに

出会う新たな驚きに、

あなたがとりこになる

こと間違いなしです！

ぱんぷきんは保育所や図書館で人形劇公演をお

こなっているサークルです。

あなたも「仲間」になりませんか？

年齢や性別は問いません。

毎週木曜日の午前中に図書館で練習をしていま

すので、気軽に見学にいらしてください。

人形劇サークル「ぱんぷきん」
メンバー募集！

ぱんぷきん　活動風景
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４月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
　４月　４日（土）　１１日（土）　１８日（土）

　　　２５日（土）　３０日（木）

※土曜日及び祝日の翌日休館　

◎スターの休館日
　４月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２７日（月）　３０日（木）

※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
　４月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２７日（月）　２９日（水）　３０日（木）

※月曜・祝日及び図書整理日（月末）休館

１月から毎週火曜日と木曜日に開催した高齢者

向けの健康体操教室「あたま」と「からだ」の

らくらく健康体操が３月１７日をもって全日程

を終了しました。今年度は姿勢改善や転倒防止

につながる筋力運動と体幹トレーニングのほ

か、シナプソロジーと呼ばれる脳を活性化させ

るエクササイズも新たに加え、「あたま」と「か

らだ」両面からの活性化を図りました。

体操教室終了後には和室で「らくらく健康カ

フェ～なごみ～」を開設し、楽しい会話に花を

咲かせました。カフェでは毎回１５名ほどの利

用をいただき、お茶やコーヒーを手に心の健康

づくりにも励みました。

「体操教室」と「カフェ」を合わせて５００名

以上の皆様に利用いただきました。たくさんの

ご利用誠にありがとうございました。

スターはこれからもみなさまの元気と笑顔のた

め魅力的なプログラムを提供してまいります。

今年度も皆様のお越しを心からお待ちしており

ます。

頭と体、そしてココロも楽しく
活性化しました！

お待たせしました。いよいよプールの営業を再

開いたします。水泳はもちろん、生活習慣病予

防・改善に効果的な水中ウォーキングもおすす

めです。どうぞお気軽にご利用下さい。

５月１日（金）午後１時
温水プールの営業を再開します！

★開設期間　５月から１０月まで

★開館時間

＜火～金曜日＞

　午後１時～午後９時

　※但し学校プール授業の期間は１０時開館

＜土・日曜日＞

　午前１０時～午後５時

★料　　金

＜小・中学生＞

　１回券　　　　　　　  １００円　

　回数券（６枚綴り）  　  ５００円

＜高　校　生＞

　１回券　　　　　　　  ２００円

　回数券（６枚綴り）１，０００円

＜　大　人　＞

　１回券　　　　　　　  ３００円　

　回数券（６枚綴り）１，５００円

　※その他の料金設定につきましてはお問い

　　合わせ下さい。

★そ  の  他

　プールをご利用の際は「水着」、「タオル」、

　「スイミングキャップ」をご用意下さい。


