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ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

４事業を支援決定しました！

夢つうしん４～５月号で周知・募集していまし

た佐呂間町芸術文化支援事業の対象事業が決定

しました。

「沢
さ わ だ

田 知
ち か こ

可子サロマコンサート」

◆日　　時：７月２８日（火）

　・開　場　午後６時３０分　

　・開　演　午後７時　

◆場　　所：町民センター

◆入場料

　・前売り　３，０００円

　・当　日　４，０００円

　・中高生　２，０００円

◆チケット取扱先（敬称略）

　　押野商会／室井久志／（有）あおき／　　

　　音楽屋 こくふがた／佐呂間整骨院／　

　　さろま海幸／すみや かっぱ／

　　イープラス（http://eplus.jp）

◆主　　催：SAROMA  ACOUSTIC  ROOTER

　　　　 　（サロマ・アコースティック・ルーター）

◆問合せ先

　・押野商会（０９０－８９０１－７１１５）

～沢田知可子プロフィール～

　１９８７年にデビューし、１９９１年に「会

　いたい」が１３０万枚を超える大ヒット。

　数多くのチャリティーコンサートを開催し、　

　現在も精力的に活動中！

「映画  『うまれる』  上映会」

◆日　　時：８月６日（木）

　・昼の部　午後１時３０分～３時２０分

　・夜の部　午後６時３０分～８時２０分

　※上映内容は同一となっています。

◆場　　所：町民センター

◆入  場  料

　・子ども券（小学生）　　　  ３００円

　・大人券（中学生以上）　１，０００円

　・家族券　　　　　　　  １，５００円

　・小学生未満　　　　　　　無　　料

　　（保護者同伴の上、入場願います。）

◆チケット取扱先

　　町民センター／社会教育課／

　　若佐コミュニティセンター／

　　浜佐呂間活性化センター／実行委員１３名

◆主　　催：『うまれる』上映会実行委員会

◆問合せ先

　・『うまれる』上映会実行委員会

　　０９０－５９８９－３７０４（日吉）

◆映画『うまれる』とは…

　「子どもは親を選んで生れてくる」という胎　 

　内記憶をモチーフに、命を見つめる４組の夫

　婦の物語を通じて、【自分たちが生まれてき　

　た意味や家族の絆、命の大切さ、人との繋が　

　りを考える、ドキュメンタリー映画】です。

　ぜひ、ご家族皆さんでご来場ください。

「札響ミニコンサート in 佐呂間」

◆日　　程：８月２１日（金）

◆場　　所：若佐コミュニティセンター

※詳細につきましては、夢つうしん８月号にて

　お知らせ致します。

「広島原爆被爆体験伝承者による語り部の会」

◆日　　程：９月２５日（金）

◆場　　所：日本キリスト教会　佐呂間教会

※詳細につきましては、夢つうしん９月号にて

　お知らせ致します。

◎今年度（平成２８年３月までの事業）の受付

　はまだ行っておりますので、事業実施を計画

　している方は、早めに社会教育課（２－１２

　９５）までお問い合わせください。（公演実

　施の３ヶ月前までを目安とします。）

映画『うまれる』
公式ロゴマーク
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第９回町長杯ソフトボール大会が開催されま

す。出場希望チーム、詳細については、大会事

務局までお問い合わせください。

日　程：８月 ９日（日）

場　所：総合グラウンドソフトボール場

チーム：地域単位で編成（年齢枠あり）

　　　　２０代：３名　３０代：３名

　　　　４０代：２名　５０代：１名

　　　　※各年代の繰り下げは認める。

申込み：７月２２日（水）までに事務局までお

　　　　申し込みください。

問合せ：大会事務局　志賀 克浩

　　　　　　　　　　（０９０ー１６４５ー９５１７）

－ 参加チーム募集 －

町長杯ソフトボール大会開催！

毎年、子どもたちに大人気の、“パフファミリー”

が今年もやってきます。テレビで人気の歌やア

ニメソング、手遊び歌

が中心のコンサートで、

子どもたちは大喜び間

違いなし。

子育て支援センター利用者はもちろん、どなた

でも参加できますので、小さいお子さんがい

らっしゃる方は、ぜひご来場ください。

みんなで一緒に歌って踊って楽しみましょう！

日　時：７月１６日（木）

　　　　午前９時４５分～１０時４５分

場　所：佐呂間保育所遊戯室

問合せ：社会教育課（２ー１２９５）

－ 歌って踊って楽しもう －

「イキイキわくわく音楽会」開催！

佐呂間小学校の３年生２９名が、６月１９日

（金）に社会科のフィールドワークとして佐呂

間町町民センターを訪れました。

児童たちは２班に分かれて館内の施設や設備を

見学。見学中に疑問に感じたことを職員に積極

的に質問しながらメモをとり、町民センターの

施設について理解を深めました。

これからも、地域の学習に意欲的に取り組んで

もらいたいと思います。

－ 佐呂間小学生フィールドワーク ー

「佐呂間町町民センター」を見学

６月１７日（水）町民センターにて、高齢者学

級「寿大学」の学生による自主活動として、交

通安全教室と街頭啓発を実施しました。

教室では佐呂間町交通安全対策本部の高橋亘さ

んが講師を務め、町民センター駐車場で車を配

置して運転者からの死角を確認する等、実践的

な講習がなされました。また、街頭啓発では市

街地で８３名の学生が横断幕や旗を持ち、ドラ

イバーに安全運転意識を呼びかけました。

ー 寿大学自主活動報告 ー

交通安全教室・街頭啓発

　　　　　　　　　を実施しました
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えほん

　たなばたさま　　　　　　いもと　ようこ／文絵

　あおぞらくろくま　　　たかい　よしかず／作絵

　ころころくるりん　　　　　長
な が の

野　ヒデ子
こ

／作絵

小説・文芸書

　謎解き広報課　　　　　　　　　　天
あ ま ね

祢　涼
りょう

／著

　異国の影　　　　　　　　　　　佐
さ え き

伯　泰
やすひで

英／著

　ビオレタ　  　　　  　　　　　寺
て ら ち

地　はるな／著

一般書

　似ている英語　　　　　　　おかべ　たかし／文

　ひんやりスープ　　　　　　　　丸
まるやま

山　久
く み

美／著

　Ｊ２熱狂読本　　　　　　　　洋
ようせんしゃへんしゅうぶ

泉社編集部／編

児童・青少年向け

　さくら猫と生きる　　　　　　　今
いまにし

西　乃
の り こ

子／著

　希望のダンス　　　　　　渋
し ぶ や

谷　敦
あ つ し

志／写真・文

　教室の日曜日　　　　　　　　村
むらかみ

上　しいこ／作

火

曜

日

　７月　７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

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

　７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 13：35 ～ 13：55

若佐保育所 14：00 ～ 14：15

（※１４日のみ運行）

水

曜

日

　７月　１日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　１５日

　７月　８日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２２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

木

曜

日

　７月　２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１６日

　７月　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１６日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　※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。

光回線導入のお知らせ

図書館のインターネット閲覧用ＰＣに光回線を

導入いたしました。

また、利用者の皆さんのスマートフォン等の端

末でも、光回線による公衆無線ＬＡＮを無料で

ご利用いただけます。

＜無料の接続方法＞

お手持ちの端末で、ネットワーク一覧からフ

レッツ・ポータル（ＳＳＩＤ：００００ＦＬＥ

ＴＳ－ＰＯＲＴＡＬ）を選択します。

選択後、１日につき１５分×２回インターネッ

ト接続できるようになります。

夏休みのおたのしみ企画！人気作品を用意して

の映画上映会を開きます。親子揃っての来場を

お待ちしております。

図書館映画上映会のお知らせ

日　　時：７月２５日（土）　午後１時から

場　　所：佐呂間児童館　プレイルーム

上映作品：ＬＥＧＯ（レゴ）ムービー　

　　　　　（１００分）

夏休み工作教室のお知らせ

夏休み中に工作教室を開催します。

ぜひ皆さんご参加ください。

「ザ・パズル」

・日　程：  ７月２８日（火）　３０日（木）

　　　　　８月　４日（火）　　６日（木）

　　　　　　　１１日（火）　１３日（木）　

　　　　　計６回

・時　間：午後１時～３時

・内　容：パズルおもちゃの工作を行います。

・参加費：無料
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元気アップスイミング
　　　「ちびっこコース」
　　　　　  参加者募集のお知らせ

平成２８年度の新１年生を対象とした水泳教室

を開催いたします。入水の仕方や顔付け、キッ

クなど水慣れを中心とした初歩の水泳を学習し

ます。また、プールの利用方法やルール、マナー

についても学びます。

楽しみながら水に慣れ、１年生になる準備をま

ずはプールから始めてみませんか？

★期日及び時間

　・Ａコース：７月２２日、２９日、８月５日

　　　　　　　水曜日　全３回　

　　　　　　　午後４時３０分～５時１５分

　・Ｂコース：７月２３日、３０日、８月６日

　　　　　　　木曜日　全３回　

　　　　　　　午後５時３０分～６時１５分

　※Ａ・Ｂいずれかのコースをお選びください。

　　（各コースとも同一内容です。）

★対　象：平成２８年度新１年生

★定　員：各コース合計２０名

★申　込：７月１日（水）～７月１２日（日）

　　　　　　の間にスターへお申し込みくださ

　　　　　　い。

★受付時間

　・平日：午前１０時～午後９時

　・土日：午前１０時～午後５時

7 月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
　７月　４日（土）　１１日（土）　１８日（土）

　　　２１日（火）　２５日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館　　

◎スターの休館日
　７月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２１日（火）　２７日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館　

◎図書館の休館日
　７月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２１日（火） 　２７日（月）　 ３１日（金）

　※月曜・祝日及び図書整理日（月末）休館

プール夏期営業のお知らせ

６月１６日（火）からプールの営業時間が夏時

間に変更になりました。平日も午前１０時から

ご利用いただけます。

・夏期営業時間：平日（火～金曜日）

　　　　　　　   午前１０時から午後９時まで

・夏期営業期間：６月１６日（火）～９月４日（金）

　　　　　　　（土日は引き続き、午前１０時

　　　　　　　 から午後５時までの営業とな

　　　　　　　 ります。）

夏休みも「武道館」で遊ぼう！

今年度から土・日・祝日の他、小学校休業期間

の平日も武道館開放事業「元気アップおやこ広

場」を実施いたします。

夏休み期間中の平日もぜひご家族でご利用くだ

さい。

＜７月の開放日＞

　　４日（土）　  ５日（日）１１日（土）

　１２日（日）１８日（土）１９日（日）

　２５日（土）２６日（日）２８日（火）

　２９日（水）３０日（木）３１日（金）

＜８月の開放日＞

　　１日（土）　  ２日（日）     ４日（火）

　　５日（水）　  ６日（木）     ７日（金）

　　８日（土）　  ９日（日）１１日（火）

　１２日（水）１３日（木）１４日（金）

　１５日（土）１６日（日）１８日（火）　

　２２日（土）２３日（日）２９日（土）

　３０日（日）

※毎週月曜日は休館日のためお休みです。

・時　間：午前１０時～午後５時

・料　金：施設使用料１００円（保護者のみ）

・対　象：保護者同伴の乳幼児及び小学生


