
４月２０日（木）町民センターで佐呂間町寿大

学の入校式を行いました。今年度は５名の新入

生を迎え、１３３名の学生でのスタートとなり

ました。式では新入生を代表して船木淳一さん

が「ふれあいを大切にしながら、明るく前向き

に勉学・研修に精進していく事を宣誓します」

と、誓いの言葉を述べました。

入校式に引き続き、学生で組織する運営委員会

の総会が行われ、学園祭や小学生との交流会な

ど今年度の事業計画を決定しました。

今年度の寿大学の講座は、５月からスタートし、

　
- 聴講にいらしてください -　

平成 2 ９年度寿大学スタート

　 平成２９年度　寿大学　一般公開講座　　（講師　敬称略）

　５月１０日（水）　【安全な暮らし】　　　　　　遠軽警察署長　三浦　隆一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  佐呂間町交通安全対策本部　高橋　亘

　５月２３日（火）　【時事問題】　　　　　　　　北海道新聞編集委員　森川　潔

　６月　２日（金）　【議員との懇談会】　　　　　佐呂間町議会議員

　８月　８日（火）　【スキンケア】　　　　　　　カットスタジオ NOVA　中村　隆代

　８月２５日（金）　【音楽鑑賞】　　　　　　　　ホラネロ

　９月１４日（木）　【開拓の歴史】 　　　　　　   ほっかいどう学を学ぶ会幹事　岡田　祐一　　　　

１０月１３日（金）　【学長講話】　　　　　　　　寿大学学長　　仲川　倫則　　　　　　

１１月　７日（火）　【落語鑑賞】　　　　　　　　落語家　林家とんでん平

１２月　７日（木）　【健康】　　　                          佐呂間町保健師

１２月１９日（火）　【お金の話】　　　　　　　　遠軽信用金庫佐呂間支店長　村中　浩二

　１月２５日（木）　【高齢者の生き方】　　　　　西光寺副住職　内藤　宏文

　２月　８日（木）　【健康体操】　　　　　　　　佐呂間町武道館・温水プール指導員

　２月２１日（水）　【学園祭】　　　　　　　　　

◎いずれの講座も、町民センターで午前１０時１５分頃から行います。

来年の２月まで１９講座を実施する予定です。

そのうち次の講座は、一般公開しますので、興

味のある方はぜひ聴講にいらしてください。

また、寿大学は年度途中からでも入校できます

ので、興味のある方は一度寿大学に足をお運び

いただくか、社会教育課（２－１２９５）まで

ご連絡ください。皆さんのお越しをお待ちして

います！
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　－サロマ湖１００km ウルトラマラソン－

ボランティアを募集しています

今年もサロマ湖１００km ウルトラマラソンの

季節がやってきました。３２回目を迎える今年

の大会では、５０km の部、１００km の部を

合わせて４，０００名を超えるエントリーをい

ただいています。

実行委員会では、大会の運営をお手伝いいただ

けるボランティアスタッフを募集しています。

ご協力いただける方は、社会教育課（２－

１２９５）までご連絡くださいますようお願い

いたします。

◎開催期日：６月２５日（日）

　・１００km の部スタート　午前５時

　　湧別町総合体育館

　・５０km の部スタート　　午前１０時

　　佐呂間町１００年広場

◎業務内容：エイドステーションでの作業、交

　通整理、受付などの業務です。

　
【教育相談のご案内】

一人で悩まないで！まずは気軽に、

電話でご相談ください。

教育委員会では、教育相談の窓口として教育相

談員（岩城相談員）を配置しています。不登校

やいじめ、就学など学校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）

　
－佐呂間町芸術文化支援事業－「アーサー・ビナード氏講演会」

「ことばメガネ」をかけかえてみました

４月２日（日）町民センターで、アメリカ生ま

れの詩人アーサー・ビナードさんの講演会が行

われ、およそ７０名が集まりました。

「『ことばメガネ』でみる今の世の中」と題し、

「目玉焼き」という言葉を知り、急に卵の黄身

が目玉に見えたといった話など、独特な視点で

お話しをされました。

【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、図書館）

○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

（夢つうしんや新聞折り込み等で周知）

この講演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。

佐呂間町芸術文化支援事業は右記のような支援

を行っています。

現在平成２９年度事業を募集していますので、

皆さんもこの事業を利用して、講演会や芸術

鑑賞事業などを企画してみてはどうでしょう

か・・・。

◎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。

岩
い わ き

城　巖
いわお

さんは、３月

まで元紋別小学校の校

長先生として勤務さ

れ、４月より佐呂間町

の教育相談員として任

用されております。佐

呂間町の教職員勤務経

験もあります。

どうぞよろしくお願い

いたします。
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♦「元気アップスイミング」

　　　　　　　　マスターズスイミングコース

◎期日及び開催クラス：

・第１期　５月１０日（水）

　　　　　～７月１３日（木）

　　　　   各クラス　全１０回

Ａクラス）クロール（初心者向け）

　　　　　毎週水曜日

Ｂクラス）クロール・平泳ぎ

　　　　　（初級者～中級者向け）

　　　　　毎週木曜日

・第２期   ８月２３日（水）～１０月２６日（木）

　　　　　各クラス　全１０回

Ｃクラス）クロール・背泳ぎ

　　　　　（初心者～中級者向け）毎週水曜日

Ｄクラス）クロール・バタフライ

　　　　　（初級者～中級者向け）毎週木曜日

◎開催時間：午後７時～８時（６０分）

◎対　　象：中学生以上

◎定　　員：各１０名（定員になり次第締切り）

◎申込方法：お電話またはスターにてお申し込

　　　　　　み下さい。

♦「パーソナル指導」

◎期　日：平成２９年５月１０日（水）

　　　　　～平成３０年３月３１日（土）

◎実施内容　・陸上運動プログラム

　　　　　　（筋力運動・有酸素運動等）

　　　　　　・水泳、水中運動プログラム

　　　　　　※その他プログラムについては

　　　　　　　ご相談に応じます。

◎対　象：幼児～一般成人（陸上は中学生以下・     

              プールは幼児の場合保護者同伴）

◎回　数：１人あたり月２回まで、

　　　　　ただし、水泳・水中運

　　　　　動はシーズン中１人６

　　　　　回までとさせていただ

　　　　　きます。

◎時　間：４５～６０分（ただし、水泳・水中

               運動と小学生以下の指導は３０分）

◎定　員：１～３名（２～３名の場合同一の内

　　　　　容となります）

◎場　所：トレーニングルーム・会議室・プー

　　　　　ル等

◎申込方法：お電話またはスターにてお申込み

　　　　　　下さい。

　（毎月１５日から翌月分の受付を開始します）

　　

　
平成２９年度スター
「プール」及び「トレーニング」

事業のお知らせ

いよいよ今年度もスター事業が始まります。健

康の維持・増進や違和感の改善、スポーツのパ

フォーマンス向上など、ご利用いただく皆様の

様々なご要望にお応えできるよう各種プログラ

ムをご用意しております。

この春、スターのプログラムに

参加して新しい自分に出会って

みませんか。

♦「元気アップスイミング」

　　　　　　　　　　　らくらく健康コース

◎期　　日：

　第１期　５月１６日（火）～６月１３日（火）

　　　　　毎週火曜日　全５回

　第２期　８月２９日（火）～１０月３日（火）

　　　　　毎週火曜日　全５回

◎実施内容：低強度の水中運動と初歩のクロー

◎開催時間：午後２時～２時５０分（５０分）

◎対　　象：成人（高齢者向け）

◎定　　員：各１０名

　　　　　　（定員になり次第締切り）

◎申込方法：お電話またはスターにてお申込み

　　　　　　下さい。　　　

ル

あなたにぴったりの
運動方法を提案します！

実施期間を拡大！
体力に自信が無い方におすすめ

仲間と楽しく技術を身につける
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５月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　５月　４日（木）　　５日（金）　　６日（土）

　　　１３日（土）　２０日（土）　２７日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　５月　１日（月）　　４日（木）　　５日（金）

　　　　６日（土）　　８日（月）　１５日（月）

　　　２２日（月）　２９日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　５月　１日（月）　　３日（水）　　４日（木）

　　　　５日（金）　　８日（月）　１５日（月）

　　　２２日（月）　２９日（月）　３１日（水）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

火

曜

日

　５月　２日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１６日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

　　　３０日 西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

　５月　９日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２３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

５月１０日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

２４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

５月１７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

３１日

木

曜

日

５月１１日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２５日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

５月１８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。

見てみたい、読んでみたい、
調べてみたい！

図書館には様々な分野の本を用意しておりま

す。読みたい本が見つからない時、わからない

時は、職員に声をお掛け下さい。

是非、図書館をご利用下さい。

お待ちしております。

児童・青少年向け

　教科書にでてくるおはなし３６６　ＷＡＶＥ出版／編

　りんごちゃんとおひさま森のなかまたち⑤      

　　　　　　　　　　　　　　　　　  太
お お た

田　知
と も こ

子／作

　１２歳⑧　　　　　　　　　まいた　菜
な お

穂／原作

小説・文芸書

　騎士団長殺し　上・下　　　　　村
むらかみ

上　春
は る き

樹／著

　ＳＣＳ　　　　　　   　　　　五
い が ら し

十嵐　貴
たかひさ

久／著

　ぼくの死体をよろしくたのむ　　川
かわかみ

上　弘
ひ ろ み

美／著

一般書

　わたしの好きな仏さまめぐり 　　 瀬
せ と う ち

戸内　寂
じゃくちょう

聴／著

　マンガでわかる！林修の「話し方」の極意

　　　　　　　　　　　　　　  　　　　林
はやし

　修
おさむ

／監修

　左ききあるある右ききないない　　　左
ひだり

　来
ら い と

人／著

えほん

　ぼくらのエコー　 　　　　　　　 荒
あ ら い

井　良
りょうじ

二／作

　あかですよ　あおですよ　  　  かこ　さとし／作

　ペンギンかぞくのおひっこし　　 刀
と ね

根　里
さ と え

衣／絵・文


