
６月１７日（金）佐呂間高校で、寿大学生と高

校生との交流会が開催されました。この日は吹

奏楽局の演奏や高校生の合唱を聴いたり、寿大

学生が指揮者の体験をしました。また、寿大学

と高校のお互いの校歌を披露し合い、最後は会

場全員で「故郷」を合唱するなど、音楽を通じ

て楽しく交流しました。

－寿大学活動報告－

高校生と楽しく交流しました

○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

　　（夢つうしん、新聞折込等で周知）

◎支援事業の詳細、講演・芸術鑑賞の企画、運

　営についての相談などがありましたら、社会

　教育課（２－１２９５）までお問い合わせく

　ださい。お持ちしています !

写真

６月３日（金）・４日（土）の２日間、佐呂間コミュ

ニティセンターで「～森と湖の国から森と湖の

町へ～カンテレ演奏会」が開催され、約４０名

が演奏を楽しみました。

カンテレはフィンランドの伝統的な弦楽器で、

フィンランド在住の M
ま き こ

akiko さんが２台のカ

ンテレを使い、フィンランドの伝統曲や日本の

“おぼろ月夜”などを演奏しました。「サロマ」

をテーマに即興で曲を披露する場面もあり、聴

く人を魅了していました。

演奏後には来場者がカンテレに直接手を触れる

機会もあり、Makiko さんとお話ししながら、

フィンランドの文化にふれていました。

－佐呂間町芸術文化支援事業－

カンテレ演奏会を開催しました

カンテレ演奏会は、「佐呂間町芸術文化支援事

業」を利用して開催されました。皆さんもこの

制度を利用して、講演会や芸術鑑賞事業などを

企画してみませんか？

○支援内容

　事業費の補助、公共施設使用料免除、公共施

　設でのチケット取扱い、町民センター先行予

　約、名義後援
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第１０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。

－ 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！

－ 歌って踊って楽しもう －

「イキイキわくわく音楽会」開催
夏休み期間を利用して、学習・運動習慣の定着

を目的とした教室を開催します。この機会に、

「集中して物事に取り組む力」と「多少のこと

では疲れない体」を手に入れましょう！

夏休みは成長のチャンス！

町内の小学４～６年生を対象とした「わんぱく

広場（宿泊交流体験）」を開催します。今年は

本格的な石窯で焼く「ピザ作り体験」や、「宝

さがしゲーム」等、佐呂間の夏を満喫できるプ

ログラムを用意しています。普段体験すること

のない経験をすることで、地域を学び、自分た

ちが住む町に関心をもってもらいたいと思いま

す。たくさんの参加をお待ちしています！

ー楽しい思い出を作ろうー

「わんぱく広場」を開催します！

「わんぱく広場　イン　サマー」

○日　程：８月４日（木）午前１０時～

　　　　　　　５日（金）午後　３時（予定）

　　　　　（１泊２日）

○場　所：佐呂間町内（宿泊は佐呂間町体育館）

○内　容：ピザ作り、宝探しゲームなど

○対　象：町内の小学４～６年生

○定　員：３０名

○参加費：２，０００円程度（食材費）

○申込み：小学校を通じてチラシを配布しますの

　　　　　で、７月１５日（金）までに申込書を

　　　　　各学校へ提出いただくか、または社会

　　　　　教育課（２－１２９５）までお申し込

　　　　　みください。

日　時：７月１４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）

日　程：８月 ２１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２７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）

　　「集中力」と「体力・泳力」を身につける教室

　○日　時：７月２７日（水）～３０日（土）

　　　　　　午前９時～正午（連続４日間）

　○場　所：武道館・温水プール「スター」

　○内　容：学習、体幹トレーニング、水泳など

　○対　象：町内の小学４～６年生

　○定　員：２０名

　○参加費：１日１００円（施設使用料）

　　　　　　※プール回数券・シーズン券も

　　　　　　　お使いいただけます。

　○申込み：小学校を通じてチラシを配布します　

　　　　　　ので、スターまたは社会教育課へ下　

　　　　　　記の期日までにお申し込みください。

　　　　　　①スター（２－２２６１）

　　　　　　７月１０日（日）午後５時まで

　　　　　　②社会教育課（２－１２９５）

　　　　　　７月　８日（金）午後５時まで

　○主　催：北海道教育委員会

　　　　　　佐呂間町教育委員会
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本格的なプールシーズンが

到来しました。プールのル

ール・マナーをお守りいた

だき、安全に楽しく施設を

ご利用ください。

・ 幼児のお子様をお連れの方は、トイレ・採暖          

　室・更衣室を含め、プール内は常にお子様と

　一緒に行動し、目を離さぬようお願いいたし

　ます。

・プール利用時はのどの渇きを感じにくくなり       

　ます。入水前や、休憩中、退水後は十分水分

　補給をしてください。

・ 感染症が疑われる場合は症状が無くなるま 

　で、プールの利用をお控えください。

・入水時の飛び込み、プールサイドで走る行為

　は危険ですのでおやめください。

・コースロープ、フロア台の下、小プール柵は 

　危険ですので近づかないでください。

・プール吸水口は体が吸い付く恐れがあるので

　近づかないでください。

・トイレ、更衣室及び採暖室を利用する際は、

　十分に体の水気を拭き取ってからご利用くだ

　さい。

・小学生の保護者様はあらかじめ退水時間等、

　プール利用前に直接お子様にお伝えくださ　

　い。

・その他、監視員の指示には必ず従ってくださ

　い。

ルール・マナーを守り、
楽しくプールを

　　　　　　　 利用しましょう

６月１５日（水）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）午前１０時～午後９時

○夏期営業期間　

　６月１５日（水）～９月２日（金）

※土日の営業は引き続き午前１０時～午後５時

　です。

　
　　プール夏期営業のお知らせ　

　
男性限定！

アクアビクス教室を
　　　　　　　 開催します！

～「お父さんのための」アクアビクス教室～

○内　容：音楽に合わせた水中運動

　　　　　（初心者向けアクアビクス）

○日　時：７月１２日（火）

　　　　　午後７時～８時（６０分）

○対　象：１８歳以上の男性

○定　員：２０名

　　　　　（定員になり次第締め切ります）

○料　金：３００円（プール使用料）

○申　込：直接スターに来ていただくかお電話

　　　　　ください。（申込み受付中）

　
安全に楽しく
　プールを使えるようにしよう！

～元気アップスイミング「ちびっこコース」～

○内　容：初歩の水泳と

               プール利用のマナー

○期日及び時間 :

　Ａコース）７月２０日・２７日・８月３日

　　　　　　水曜日　全３回　

　　　　　　午後４時３０分～５時１５分

　Ｂコース）７月２１日・２８日・８月４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

　（各コース同一内容）

○対　象：平成２９年度新一年生

○定　員：合計２０名（Ａ・Ｂ各１０名）

○申　込：７月１日（金）～７月８日（金）の

　　　　　間にスターへお申込みください。
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夏休みのお楽しみ！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。

日　　時：７月３０日（土）

               午後１時～

場　　所：佐呂間児童館プレイルーム

上映作品：おじゃる丸「わすれた森のヒナタ」

　　　　　（３０分）

図書館上映会のお知らせ

火

曜

日

　７月　５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

　７月１２日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２６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

（※１２日のみ運行）

水

曜

日

　７月　６日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２０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

（※６日のみ運行）

　７月１３日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　７月　７日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２１日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

（※７日のみ運行）

　７月１４日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

※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。

７月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　７月　２日（土）　　９日（土）　１６日（土）

　　   １９日（火 )   ２３日（土）   ３０日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　７月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　１９日（火）　２５日（月）　　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　７月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　１９日（火）　２５日（月）　３１日（日）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

夏休みイベントのお知らせ

夏休み中に体験型イベントを開催します。ぜひ

ご参加ください。

名　称：「シャボンだま工房」

日　程：８月２日（火）・３日（水）

時　間：各日　①午前１０時３０分～

　　　　　　　②午後１時～　

                     （一日２回開催）

内　容：オリジナル吹き出しづくり、

　　　　シャボンだまの中に入ろう

参加費：無料

えほん

　よこさんとたてさん　　　はやさか　しずこ／作

　いちにちパンダ　　　　　　　　大
おおつか

塚　健
け ん た

太／作

　ぼくのおばあちゃんはキックボクサー ねじめ　正
しょういち

一／作

一般書

　ワカメちゃんがパリに住み続ける理由

                                        長
は せ が わ

谷川　たかこ／著

　ぬか漬けのあるしゃれた生活 

                               メディアソフト書
し ょ せ き ぶ

籍部／編

　もう限界！！介護で仕事を辞めないために読む本

　　　　　　　　　　　　　　　高
たかむろ

室　成
しげゆき

幸／監修

小説・文芸書

　オレンジシルク　　　　　　  　 神
か ん だ

田　　茜
あかね

／著

　屋上の道化たち 　　 　　　 　　島
し ま だ

田　荘
そ う じ

司／著

　イン・ザ・ヘブン 　　　　　　  新
あ ら い

井　素
も と こ

子／著

児童・青少年向け

　うわさの怪談Ⅹ　　　　　　　　摩
ま や

夜　妖
よういち

一／著

　よみがえれアイボ　　　　　　　今
いまにし

西　乃
の り こ

子／著

　風さそう弥生の夜桜　　　　　　 斉
さいとう

藤　　洋
ひろし

／作
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