
【参加者の感想（一部抜粋）】

・命を食べているので、豚を食べる事になるからお

  いしく食べなきゃ豚にごめいわくなので、おいし

  く食べました。とてもおいしかったです。悲しい

  です。さようなら。（小 3）

・最初、豚に触ることができなかったが、触ること

  ができたり、家では残していた人参をバーガーに

  挟まずに人参だけをお皿に取り、食べていたこと

  には驚き、感動、うれしさ、いろいろ感じること

  ができました。最初「かわいがっていた豚を食べ

  ること」とても複雑な気持ちでした。食べる、生

  きる大切さ、少しでも感じてくれていたらいいな

 と思いました。ありがとうございました。（保護者

まちに音
お と ど

届け！
音楽隊から“音♪”のプレゼント

１２月８日（木）９日（金）に町内の学校や福

祉施設、町民センターなど８カ所でプロの声楽

はたらくくるま　乗車体験会
雪だ！除雪車出動！ !

「除雪車」には、たくさんのからくりがいっぱ

い！みんなの冬の道路を守ってくれる「除雪車」

に乗って、触れて動かしてワクワク体験してみ

よう！

○日　時

　１月２８日（土）

　午前１０時～正午

※悪天候の場合

　２月４日（土）

○場　所：高橋土建（株）機材センター（西富）

○対　象：小、中、高校生とその保護者

○申込み

　各学校を通じてチラシを配布しますので、１

　月２０日（金）までに各学校または、社会教

　育課（２－１２９５）へ申込みください。

○主　催：佐呂間町家庭教育推進会議

　　　　　佐呂間町教育委員会

食べることは生きること
豚を美味しく“いただき”ました

１２月３日 ( 土 ) 地場産品開発研究センターで

第３回目のあおぞら教室を実施しました。１４

組３３名の親子が、７月から観察してきた豚の

肉を使って、ハンバーグとベーコンを作り、あ

わせて作ったパンにはさんでハンバーガーにし

ていただきました。自分達が触れ合った豚の肉

を食べるということで、複雑な思いもあったと

思いますが、最後は美味しくいただきました。

家と、佐呂間高校吹奏楽局員１１名による「音

届けコンサート」を開催しました。

本格的なオペラの曲から、学校や保育所ではア

ニメの曲、福祉施設では日本の曲など幅広い曲

が演奏され、時には会場全体で歌う場面もあり、

会場にいる人全員が音楽を身近に感じることが

できる温かいコンサートとなりました。

【参加者の感想（一部抜粋）】

・ハードな日程だったと思いますが、疲れを感じさ

  せない演奏・歌唱で、足を運んできて良かったな

  と思いました。かっこ良かったです。（中学生）

・ 初めてオペラを聴いたのですが、迫力のある歌声

  で感動しました。また高校生の演奏も近くで見る

  ことが出来て楽しかったです。（４０代・女性）

）
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トレサポタイムはじめます！

「運動の方法を教えて欲しい」、「トレーニング

フォームをチェックして欲しい」などお客様の

ご要望にスター職員がお応えします。「トレー

ニングサポートタイム」実施期間中は職員がト

レーニングルームに常駐していますので、気軽

にお声かけください。

お客様一人ひとりにあったトレーニング方法等

をご提案させていただきます。

・内　容：マシンの操作説明、運動強度の設定、

　　　　  フォームチェック、運動相談　等

・期　日：１月１１日～３月２９日までの毎週

　　　　　火曜日及び水曜日

・時　間： 火曜日）１９：００～２０：００

　　　　  水曜日）１０：３０～１１：３０

・場　所： トレーニングルーム、ストレッチルー

　　　　 ム、ランニングコース　等

・対　象：高校生以上の利用者

・申　込：不要

・料　金：１回１００円

　　　　 （トレーニングルーム使用料）

少人数でも楽しめるフットサル！ぜひ皆さんご

参加ください。

　日　程：２月５日（日）

　場　所：佐呂間町体育館

　対　象：町内の小・中・高校生、一般

　種　目：フットサル（５人制ミニサッカー）

　【キッズフェスティバル】

　対　象：平成２２年４月２日から平成２４年

　　　　　４月１日までに生まれた幼児

　内　容：ボール遊び、ミニサッカー

◎申込締切は１月２０日（金）です。

◎キッズフェスティバルと交流大会“小学生の  

　部”は午前中終了予定です。

◎申込み等詳しくは協会事務局（阿部：090-

　3113-7535）までお問い合わせください。

　
－フットサル交流大会－

冬の寒さを吹き飛ばそう！

－佐呂間スキー協会からのお知らせ－

ナイタースキー教室・検定会を
　　　　　　　　　　  開催します

スキー教室や検定会を開催します。みなさんの

参加をお待ちしています。

◆ナイタースキー教室

  ＜小学１、２年生＞

　日　時：１月１８日～２月１日

　　　　　（全３回）毎週水曜日　

               　午後６時３０分～７時３０分

  ＜小学３～６年生、中学生、高校生、一般＞

　日　時：１月１６日～３１日

　　　　　（全６回）毎週月・火曜日

　　　　　午後６時３０分～８時３０分

　　　　　※小学３～６年生は８時まで

◆ＳＡＪ（全日本スキー連盟）公認

　・級別テスト（中学生以上）

　・ジュニアバッチテスト（小学生）

　日　時　　事前講習：２月１８日（土）

　　　　　　　　　　　午後１時受付

　　　　　　テ ス ト：２月１９日（日）

　　　　　　　　　　　午前９時３０分受付　

◎詳しくは、スキー場ロッジ内に掲示します。

◎問合せ先：スキー協会事務局

　　　　　  （永野：090-7512-1052）

１１月１０日（木）～２９日（火）まで佐呂間

高校で高校開放講座を行いました。今年は理科、

数学、音楽、家庭科の４つの講座が開講され、

３８名が受講しました。理科はドライアイスの

実験とイカの解剖を、数学では高校受験問題に、

音楽では合唱に、家庭科では草木染に挑戦しま

した。久しぶりに高校生気分に戻った参加者か

らは「参加して良かった」「子どもと一緒にで

きたら面白そう」といった声が聞かれました。

　
－高校開放講座－

授業を受けて…気分は高校生！
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「日本水泳連盟認定泳力検定会」
　　　　　表彰式が行われました

１２月７日（水）日本水泳連盟認定泳力検定会

（１０月２８日開催）の合格者表彰式が武道館

で開催され、副館長から合格された皆さんへ認

定バッジと賞状が授与されました。

今回１級に合格した井谷優子さんは、「検定に

向け冬はトレーニングルームに通い体力づくり

に励みました。今後はさらにタイムを縮めたい

です。」とお話ししてくれました。また、３級

に合格した佐呂間小学校６年生の関東奈緒子さ

んは「来年は今よりもっと上手に速く泳ぎたい

です。」と次の検定に向けた意気込みを聞かせ

てくれました。

来年も皆さんの挑戦をお待ちしています！

運動で「あたま」と「からだ」を
　活性化！　らくらく健康体操

今年度も高齢者向けの簡単な体操教室を開催いた

します。「筋肉」や「骨」を鍛えて動きやすいか

らだをつくるとともに、脳活性化エクササイズで

「認知機能の向上」も目指します。ぜひ、ご参加

ください。

♦「あたま」と「からだ」のらくらく健康体操

・内　容：高齢者向け健康体操

（脳活性化エクササイズ、柔軟体操、筋力運動 等）

・期　日：１月１２日～３月１４日までの毎週

　　　　  火曜日と木曜日　全１８回

・時　間：火曜日）１０：３０～１１：１５

　　　　  木曜日）１３：３０～１４：１５

・対　象：成人男女（高齢者向け）

・場　所：武道館

・予　約：不要（定員なし）

・料　金：１回１００円（武道館使用料）

〈合格者〉

・１級　井谷　優子　　

　２００ｍ個人メドレー　　４分１７秒０３

・３級　関東　奈緒子　（佐呂間小学校６年生）

　５０ｍクロール　　　　　　　４８秒６９

・３級　斉藤　ここみ（佐呂間小学校２年生）

　５０ｍクロール　　　　　　　５９秒６０

・３級　本間　湊達　（佐呂間小学校５年生）

　５０ｍクロール　　　　　　　５２秒７７

・５級　影山　公亮　（佐呂間小学校５年生）　

　２５ｍクロール　　　　　　　２６秒６６

・５級　平川　由奈　（佐呂間中学校１年生）　

　２５ｍクロール　　　　　　　２３秒７２

　
無線ＬＡＮ（Wi-Fi）を
　　　　　　　　　設置しました

スターをご利用のお客様に限り無線 LAN（Wi-

Fi）が無料でお使いいただけます。

下記の利用条件・注意事項をお読みいただいて、

ご利用くださいますようお願いいたします。

〈利用条件〉

・「スター」を利用されるお客様

〈利用可能エリア〉

・「ロビー」「ストレッチルーム」「トレーニン

　グルーム」「ランニングコースの一部」

　「プール観覧席」「武道館観覧席」

〈注意事項〉

・利用の際は他のお客様へ配慮の上、ご利用く

  ださいますようお願いいたします。

・接続に係るトラブル・損害等につきまして、

  当施設では一切責任を負いかねます。お客様

  の責任においてご利用くださいますようお願

  いいたします。

※今年度もらくらく健康体操に

合わせて、らくらく健康カフェ

「なごみ」をオープンいたしま

すので、運動前後にぜひお立ち

寄りください。
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火

曜

日

　１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

　１月２４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

水

曜

日

１月１８日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

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

１月２５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

１月１９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

１月２６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

　たまたまタヌキ　　 　　　　　 内
う ち だ

田　麟
り ん た ろ う

太郎／文

　ゆきみちさんぽ　　　　　えがしら　みちこ／作

　３びきのこねこ　　　　いもと　ようこ／文・絵

児童・青少年向け

　アニマリウム 　  　　　  ジェニー・ブルーム／著

　ぺんぎんたんけんたい　　　　   　 齋
さいとう

藤　洋
ひろし

／作

　グリム童話　　　　　　　　　　グリム兄
きょうだい

弟／作

小説・文芸書

　メビウス１９７４　　　　　　　堂
ど う ば

場　瞬
しゅんいち

一／著

　恋のゴンドラ　　　　　　   　　東
ひがしの

野　圭
け い ご

吾／著

　私はいったい、何と闘っているのか

　　　　　　　　　　　　　つぶやき　シロー／著

一般書

　新聞大学 　　　　　　　　     外
と や ま

山　滋
し げ ひ こ

比古／著

　賞味期限のウソ　　　　　　　　   井
い で

出　留
る み

美／著

　役者人生、泣き笑い　　　　　　西
に し だ

田　敏
としゆき

行／著

年末年始及び１月の休館日

◎町体育館の休館日

　年末年始の休館日

　１２月２９日（木）～１月５日（木）

　１月　７日（土）　１０日（火）　１４日（土）

　　　２１日（土）　２８日（土）

◎スターの休館日

　年末年始の休館日

　１２月３０日（金）～１月６日（金）　

　１月　９日（月）　１０日（火）　１６日（月）　

　　　２３日（月）　３０日（月）

冬休み恒例の移動映画上映会を今年も開きま

す。上映作品は、「アルプスの少女ハイジ・三

びきの子ぶた・はだかの王様」（２１分）です。

親子そろっての来場をお待ちしております。

〈若佐地区〉

日　時：平成２９年１月８日（日）

　　　　　　　　　　　午後１時４５分から

場　所：若佐コミュニティセンター　集会室

図書館移動映画上映会のお知らせ

  ◎図書館の休館日

　年末年始の休館日　

　１２月３０日（金）～１月５日（木）

　１月　９日（月）　１０日（火）　１６日（月）　 

　　　２３日（月）　３０日（月）　３１日（火）　 

　◎町民センター年末年始の休館日

　１２月２９日（木）～１月５日（木）

　

インターネットで
所蔵検索ができます

図書館に所蔵してある本を、来館せずにイン

ターネットで検索することができます。利用者

カードをお持ちの方は、予約も可能です。

【佐呂間町立図書館　WebOPAC】

アドレス　http://www.saroma-library.jp/


