
８月３日（水）に寿大学を開催しました。

午前中は食生活改善推進員などの協力も頂き、

健康に関する６つのブースを設けて、自分の興

味のあるブースで体験してもらう健康まつりを

実施しました。

普段健康に気をつけていても、なかなか自分で

は“できない”、“やらない”ということにも積

極的に参加していたように感じました。

－ 寿大学活動報告－

健康まつり・小学生とクラブで
交流しました

午後からは町内の小学生１８名がクラブの１日

体験に訪れて、パークゴルフクラブ、お散歩絵

手紙クラブ、ダンスクラブの３つのクラブにそ

れぞれ分かれて、寿大学生と一緒に活動しまし

た。初めはお互い緊張している様子でしたが、

地域の子ども達と直接ふれあうことができ、ど

のクラブでも交流を楽しんでいるようでした。

８月４日（木）から 1 泊２日の日程でわんぱ

く広場（宿泊交流体験）を開催し、小学４～６

年生の４３名が参加しました。

今年は「わんぱく広場インサマー」と題し、外

での活動を中心に食材探し、カレーライス作り、

本格ピザ釜でピザ作りをしました。他にも防災

グッズを使っての炊飯や花火などを体験し、夏

休みの思い出を作りました。

今年度も地域の皆さんにご指導・ご協力をいた

だき、ありがとうございました。

－わんぱく広場（宿泊交流体験）－

夏を満喫しました

屋外体育施設
　　　夜間照明終了のお知らせ

今年の屋外体育施設夜間照明（ナイター）は、

９月３０日（金）をもちまして終了させてい

ただきます。なお、各施設の日中のご利用は、

１１月上旬までを予定しています。

　若佐パークゴルフ場

　１００年広場パークゴルフ場

　浜佐呂間パークゴルフ場

　総合グラウンド（ソフトボール場）

　佐呂間テニスコート

◎夜間照明（ナイター）利用施設
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初歩の水泳と
　　プールの利用マナーを
　　　　　　　　　　学びました

７月２０日（水）から８月４日（木）にかけて、

来年度の新１年生を対象に「元気アップスイミ

ング」ちびっこコースをスターで開催しました。

この教室は初歩の水泳とプール利用マナーを学

ぶもので、２クラス計２６名の子ども達は息こ

らえやフラフープくぐり、ビート板を使ったバ

タ足などを一生懸命練習しました。

最初は水の中を歩くことさえままならなかった

今回は「居場所」をテーマに、昼食をとりなが

ら大人と高校生が語り合います。

ぜひ気軽に参加してください。

※「居場所」は第７次佐呂間町社会教育中期計

　画のキーワードになっています。

日　時：９月１１日（日）

　　　　正午～午後４時３０分

場　所：町民センター

参加費：５００円（高校生無料）

申込先：２－１２９５（社会教育課）

　　　　０９０－９５１３－８１８０（眞如）

主　催：サロマでしゃべろ場実行委員会

サロマで「しゃべろ場」を
　　　　　　　　　開催します！

教育相談のご案内

教育委員会では、教育相談の窓口として教育

相談員（尾﨑相談員）を配置しています。

不登校やいじめ、就学など学校生活にかかわ

ることについて、随時相談をお受けしていま

す。一人で悩まないで、解決の糸口を一緒に

考えていきましょう。

（教育委員会管理課　２－１２９４）

まずは、

　電話で気軽に

　　ご相談ください。

一人で悩まないで！

佐呂間町出身で、国内外で広く活躍中の現代墨

アート作家、安保　真さんの作品展を開催しま

す。「ふくろう」をモチーフにした作品は、墨

をにじませる独特の技法で描かれ、墨絵とは思

えないものばかりです。ぜひ足をお運びくださ

い。

第１０回安保　真（あんぼまこと）
「サロマふるさと展」

　　　　　　　　　を開催します

○期　間：１０月２１日（金）～２７日（木）

○時　間：午前１０時～午後７時

○場　所：町民センター第１研修室

○入場料：無　料

町民センター工事完了しました！

５月から４ヶ月間改修工事の為休館していた町

民センターが、９月１日（木）から利用可能と

なりました。

工事期間中は、町民センターを定期利用してい

たサークルをはじめ、町民の方に

はご不便をお掛け致しました。

リニューアルした町民センターを

ぜひご利用ください。
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夏休み４日間で
　　　　　「頭」と「体」を
　　　　　　　　　　鍛えました

７月２７日（水）から３０日（土）までの４日間、

スターで北海道教育委員会主催「子ども朝活事

業」が実施されました。この事業は夏休み期間

中に「学習習慣」と「運動習慣」を身につける

ことを目標に、「学習」・「体幹トレーニング」・「水

泳」を組み合わせ、今年度新たな取り組みとし

て開催しました。学習タイムでは高校生ボラン

ティアの協力で、６０分間夏休みの宿題に集中

して取り組みました。

子も、最終日にはバタ足で進めるようになりま

した。３日間という短い教室でしたが、子ども

達は確実に成長を見せてくれました。

人形劇サークル『ぱんぷきん』の人形劇公演を

行います。皆さんのご来場をお待ちしています。

○日　時：平成２８年９月１７日（土）　

　　　　　午後１時から

○場　所：佐呂間町立図書館　

　　　　　絵本コーナー

○内　容：人形劇「ぐりとぐらの大掃除」ほか

○対　象：幼児～一般

人形劇公演会のお知らせ

さろま図書館らくご会のお知らせ

佐呂間ではめったに鑑賞できない本物の落
ら く ご

語で

す。子ども向けのため、幼児から十分に楽しん

でいただけます。

○日　時：平成２８年９月２５日（日）

　 　　　  午後３時～４時

○場　所：佐呂間町立図書館　

　　　　　絵本コーナー

○内　容：落語家真
しんうち

打

　　　　　入
いりふねていせんじ

船亭扇冶師匠の落語会

○対　象：幼児、小学生～（入場無料）

９月２日（金）をもちましてプールの夏期営業

（平日の午前営業）が終了となり、９月６日（火）

から平日のプール開館時間が下記のとおり変更

となります。

◎平日（火～金曜日）のプール開館時間　

　午後１時～午後９時

※土・日は引き続き午前１０時～午後５時の開

　館となります。

温水プールの開館時間（平日）
　　　　　　　　 の変更について

その後、武道館へ移動し、泳力向上や姿勢改善

につながる体幹トレーニングを行ったのち、町

内水泳指導員の指導のもと、プールでクロール

２５ｍの完泳を目指し、泳ぎ込みました。

初日の泳力テストで１０ｍほどしか泳げなかっ

たのに、最終日のテストで見事２５ｍ泳ぎ切る

ことができ周囲を驚かすなど、短い期間で成果

を上げる子どもたちが多く見られました。

参加した皆さん、この４日間で身に付けた力を、

学校や普段の生活の中で、ぜひ発揮してくださ

い。
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火

曜

日

　９月　６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

　９月１３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２７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

９月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２１日

　９月１４日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２８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

　９月　１日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　１５日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

２９日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　９月　８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。

えほん

　かえるのがっしょう　　　　　岡
おかもと

本　敏
としあき

明／訳詩

　すすめ！うみのきゅうじょたい　竹
たけした

下　文
ふ み こ

子／文

　バナーナ　 　　　　　　　　　 藤
ふじもと

本　ともひこ／作

一般書

　ニュアンスそのまま！日常のこんな日本語を英語で言いたい

　　　　　　　　　　　　　　　曾
そ ね だ

根田　憲
けんぞう

三／著

　お茶の時間       　　　　　　　益
ま す だ

田　ミリ／著

　蒼い炎    　　　　　　　　　　  羽
はにゅう

生　結
ゆ ず る

弦／著

小説・文芸書

　陸王　　　　　　　　　　　  　 池
い け い ど

井戸　潤
じゅん

／著

　このあたりの人たち　   　　　　川
かわかみ

上　弘
ひ ろ み

美／著

　希望荘  　　　　　　　　　　　　　宮
み や べ

部　みゆき／著

児童・青少年向け

　みつけた！おもしろ虫　　　　　谷
たにもと

本　雄
ゆ う じ

治／文

　ルルとララのようこそタルト　あんびる　やすこ／作・絵

　１０分で読めるこわい話　　藤
ふ じ た

田　のぼる／監修 

夏休みイベントを行いました

町内各学校が夏休み期間中の、８月２日（火）

及び３日（水）に開催した『シャボンだま工房』

に、延べ６６人の方にご参加いただきました。

初日に行った「オリジナル吹き出しづくり」で

は身近な材料を使って、どの子たちも独創的な

吹き出しを完成させていました。

９月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　９月　３日（土）　１０日（土）　１７日（土）

　　   ２０日（火）   ２１日（水）   ２２日（木）

   　　２３日（金）　２４日（土）   

　※土曜日及び祝日の翌日休館

　※２０日（火）～２２日（木）　特別清掃日

◎スターの休館日

　９月　５日（月）　 １２日（月）　１９日（月）

　　  ２０日（火）　２３日（金）　２６日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　９月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２０日（火）　２２日（木）　２６日（月）

　　　３０日（金）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

「楽天いどうとしょかん」
運行します！

電子図書館を体験したり、電子書籍を見ること

もできる「楽天いどうとしょかん」が佐呂間町

にやってきます。

一週間本を借りることもできますので、ぜひこ

の機会に足をお運びください！

○日　時：１０月４日（火）

　　　　　午後２時～４時３０分

○場　所：佐呂間町図書館


