
平成２８年度（平成２８年４月～平成２９年３

月）に開催を予定している佐呂間町芸術文化支

援事業募集を致します。芸術文化支援事業は、

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としています。

１２月中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、１１月３０

日（月）までに事業計画書を社会教育課まで提

出してください。

ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

平成２８年度 芸術文化
公演（講演）を募集します 毎年好評の「からだ工房」。

今年の講座は、“ポルドブラ”と“インテグレー

ティッドパワーストレッチ”です。

ポルドブラは、手の指先を意識した振り付けを

はじめ、肩甲骨の動き・姿勢などバレエの動き

を多く取り入れ、自然と体幹も鍛えられます。

パワーストレッチは、筋肉のつながりを利用し

てストレッチ効果を引き出し、身体機能を引き

出すプログラムです。

この季節、気軽に楽しめるエクササイズで、元

気な「からだ」づくりを目指しましょう。

ー町民講座「からだ工房」－

身体機能を引き出し、
しなやかな身体へ

美ボディエクササイズ

～ポルドブラ＆パワーストレッチ～

・日　時：１１月１７日、２４日、

　　　　   １２月　１日、　  ８日

　　　　    （毎週火曜日　全４回）

　　　　    午後７時～８時３０分

・場　所：武道館・温水プール「Star」

・対　象：１８歳以上の女性（町民）

・内　容：ポルドブラ＆インテグレ―ティッド

　　　　   パワーストレッチ

・参加料：参加料は無料ですが、施設利用料

　　　　   （１００円）が必要となります。

・申込み：１１月９日（月）までに、社会教育

　　　　　課（２－１２９５）または、スター

　　　　　（２－２２６１）へお申し込みくだ

　　　　　さい。

・主　催：教育委員会社会教育課

＜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を除いた金額、　  

   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もので、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、新聞折り込み等で周知）

◎計画書の様式、申請の方法など、詳しくは社

　会教育課（２－１２９５）までお問い合わせ

　ください。また、期限後も受け付けられる可

　能性がありますので、随時ご相談ください。

◎２７年度（平成２８年３月まで）の芸術文化

　支援事業の受付もまだ行っておりますので、

　事業実施を予定している方は、早めに社会教

　育課までお問い合わせください。
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１０月１０日（土）総合公園にて子育て講座を

開催し、２６名がツリーイング（ロープを使用

した木登り）に挑戦しました。

ほとんどの参加者が初めての挑戦で、苦戦する

場面も見られましたが、徐々にコツを掴み、ロー

プを使いこなして木に登っていました。

参加者からは「すごく高い！」「気持ち良い」「疲

れたけどけっこう楽しい」等、思い思いの感想

を聞くことができました。

当日は少し風が強く感じられましたが、好天に

恵まれて、佐呂間の秋を大いに感じることので

きた１日となりました。

ー子育て講座「ツリーイング体験ー」

サロマの秋を満喫しました！

今年で２６回目を迎える「ミュージックフェス

ティバル」。町内の各学校・音楽サークル等８

団体が日頃の練習成果を発表します。

皆さんお誘いあわせのうえ、ご来場ください。

ミュージックフェスティバル
　　　Ｖо l．２６開催のお知らせ

１１月８日（日）をもちまして、屋外体育施設

の利用を終了させていただきます。ご利用あり

がとうございました。来シーズンもたくさんの

方の利用をお待ちしてます。

屋外体育施設の
利用終了のお知らせ

《利用終了施設名》

・総合グラウンド（野球場、ソフトボール場）

・パークゴルフ場（百年広場、若佐、浜佐呂間）

・ゲートボール場（百年広場、若佐）　　

・多目的広場（百年広場）

・テニスコート（佐呂間、若佐、浜佐呂間）

・日　時：１１月１５日（日）

　　　　　９時３０分～１１時３０分

・場　所：町民センター

＜出　演＞

・浜佐呂間小学校

・佐呂間ジュニアブラス

・佐呂間中学校吹奏楽部

・佐呂間高等学校吹奏楽局

・P.P.Sparrows

・Happy ☆ Swallows

・サロマ吹奏楽倶楽部

・みどりとたくみとまさおとりょうこ

ー佐呂間町スポーツ表彰式ー

栄誉をたたえて

平成２７年度佐呂間町スポーツ表彰式を１０月

１２日（月）に武道館・温水プールで開催しま

した。式では、それぞれの競技で優秀な成績を

収められた個人１名、４団体が表彰を受けまし

た。また、“体育の日”のこの日は、同会場で

「第１９回スターまつり」を開催し、多くの来

場者で賑わいました。小学生を対象とした体力

測定会や玉入れ、水中ゲームのほか、幼児、成

人向けの運動プログラムに多くの皆さんが参加

され、楽しみながら体を動かし汗を流しました。

受賞団体

佐呂間バレーボール少年団

佐呂間中学校野球部

佐呂間中学校ソフトボール部

佐呂間高等学校ソフトボール部

スポーツ奨励賞（団体）

受賞者 所　属 種　目

高瀬 大知 さん 佐呂間中学校 剣道

スポーツ奨励賞（個人）
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えほん

　ながぐつボッチャ～ン　　　　　軽
か る べ

部　武
たけひろ

宏／作

　あとでって、いつ？　　　　　宮
み や の

野　聡
さ と こ

子／作絵

　ふまんがあります　　ヨシタケ　シンスケ／作絵

小説・文芸書

　霧（ウラル）　　　　　　　　　  桜
さくらぎ

木　柴
し の

乃／著

　チーム ２　　　　　　　　　   　堂
ど う ば

場　瞬
しゅんいち

一／著

　うずら大臣　　　　　　　　　　　畠
はたけなか

中　恵
めぐみ

／著

児童・青少年向け

　屈折万歳！　　　　　　　　　　小
こ じ ま

島　慶
け い こ

子／著

　まじょ子とハロウィンのまほう　藤
ふじ

　真
ま ち こ

知子／作

　お願い！フェアリー １５　　   みずの　まい／作

一般書

　暮らし上手の健康ごはん　　　

　いっきにわかる！マイナンバー　榎
え な み

並　利
としひろ

博／著

　髪は増える！　　　　　　　　　山
や ま だ

田　佳
よしひろ

弘／著

火

曜

日

１１月１０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

１１月１７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

水

曜

日

１１月　４日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　１８日

１１月１１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２５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

１１月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１９日

１１月１２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２６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。

１９８６（昭和６１）年から図書館を拠点とし

活動を続けている人形劇サークル「ぱんぷき

ん」。人形劇公演による様々な年代の方への読

書推進活動を長年にわたり実施していることが

評価され、北海道読書推進運動協議会長から、

平成２７年度優良読書グループ北海道表彰が授

与されることとなりました。

表彰式は１１月 3 日（火）に開催する図書館ま

つりにおいて実施いたします。

人形劇サークル「ぱんぷきん」
優良読書グループ北海道表彰受賞 !

図書館では本の貸し出しの

ほかにも、「○○について

知りたい」「こんな本を探

している」などの疑問・質

問に、図書館の職員が図書

館の資料でお答えいたしま

す。お気軽に声をおかけください。

調べ物のお手伝いをいたします！

元Ｊリーガーで現在は（株）北海道フットボー

ルクラブ（コンサドーレ札幌）代表取締役社長

として活躍される野
の の む ら

々村 芳
よしかず

和 氏を講師に迎え

て、講演会を開催致します。世代の違う若い選

手と触れ合う日々を送る経験から、子ども達に

夢を与え続ける秘訣や、何でも語り合える環境

作りなどを語っていただきます。ぜひ、みなさ

んお誘いあわせの上お越しください。

佐呂間町教育講演会兼佐呂間町
ＰＴＡ連合会研究大会のお知らせ

・日　時：１１月１２日（木）　午後６時３０分～

・演　題：「友と語り、共に学ぶ」

・講　師：野々村　芳和 氏

・会　場：町民センター（入場無料）

・問合せ：社会教育課（２－１２９５）

・主　催：佐呂間町ＰＴＡ連合会

　　　　   佐呂間町教育委員会

　　　　   佐呂間町家庭教育推進会議



【4】

１１月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
１１月　４日（水）　　７日（土）　１４日（土）

　　　２１日（土）　２４日（火）　２８日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
１１月　２日（月）　　４日（水）　　９日（月）

　　　１６日（月）　２３日（月）　２４日（火）

　　　３０日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
１１月　２日（月）　　９日（月）　１６日（月）

　　　２３日（月）　２４日（火）　２９日（日）

　　　３０日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

　※３日（火）は図書館まつり開催のため、特別

　　開館いたします。

５月からスタートしたスターの水泳教室「元気

アップスイミング」が１０月２９日（木）をもっ

て全日程を終了いたしました。幼児から大人ま

で合計１５６名の皆様に参加いただき、水慣れ

や泳力向上、健康づくりなどそれぞれの目標に

向かって参加者達は練習に励みました。

また、今シーズンは小学校高学年を対象に「運

動能力向上コース」を新設し、陸上での体幹ト

レーニングやコーディネーショントレーニング

及び各種泳法のトレーニングを通じて、総合的

な運動能力向上を目指しました。

ブロックマットを使用したバランストレーニン

グでは、最初はうまく体を使えずに転倒する子

ども達もいましたが、教室の後半ではほとんど

の子供達が体幹をうまく働かせ、安定した動き

を見せてくれました。

スターでは今後も子ども達の運動能力向上を目

指し、様々な教室を展開していきます。

平成２７年度
「元気アップスイミング」が

終了しました

冬の足音が少しずつ聞こえてきました。夏場は

外でジョギングやウォーキング、また、スター

のプールで水泳や水中運動を行っていたという

方。１１月からはスターの２階を活用してみま

せんか？スター２階では生活習慣病の予防・改

善に効果のある「有酸素運動」や「筋力運動」

が行えるマシン、安全にジョギングやウォーキ

ングが実施できる周回コースがあり、快適に健

康づくりが楽しめます。

また、お得な６ヶ月券・通年券も好評発売中で

す。冬期間もぜひスターをご活用ください。

ー冬のスター活用術！ー

「トレーニングルーム」
「ランニングコース」のご案内

＜開館時間＞

　★平 　 日：午前１０時～午後９時 

　★土 ・ 日：午前１０時～午後５時

＜休 館 日＞

　★毎週月曜日及び祝日の翌日・年末年始

＜使 用 料＞

　★１ 　 回：１００円

　★回 数 券：５００円（６枚綴り）

　★６ヶ月券：５，０００円

　★通 年 券：８，０００円

＜そ の 他＞

　◎ご利用の際は上靴をご用意ください。

　◎トレーニングルームは高校生以上のご利用

　　となります。

　◎指導をご希望される場合はお問い合わせく

　　ださい。


