
６月 22 日（木）、北海道理科教育センターの

サイエンスカーが佐呂間小学校にやってきまし

た。佐呂間町内の小学校の交流授業として、各

小学校の６年生が、外でサイエンスカーの見学、

体育館でハイブリットカーの運転体験や、視聴

覚室で 3D 映像の視聴を行いました。

来町中のパーマからの留学生も参加し、また、

液体窒素を使用したサイエンスショーは、佐呂

間高校の２年生も一緒に見学しました。

「液体窒素の中に風船を入れたらどうなる？」

という問いかけにも、「割れる！」「空気がなく

なる！」と積極的に答えており、会場のみんな

は実験に興味津々でした。

最後はマシュマロを液体窒素の中に入れて食べ

るという実験も行い、いつもとは食感がちがう

マシュマロを楽しそうに食べていました。

～移動理科教室～

科学の楽しさを体験しました！

昨年好評だった寿大学生と佐呂間高校生との交

流会が今年も、６月１４日（水）に佐呂間高校

で開催されました。

今年は各教室毎にわかれて、高校生と一緒に授

業をうける形式で行われ、寿大学生のみなさん

は「難しいねぇ」「ここはどうなの？」「面白い！」

など高校生とコミュニケーションをとりながら

終始笑顔で楽しく受講していました。

講座終了後は体育館に寿大学生と佐呂間高校生

全員が集合し、吹奏楽局の演奏で「故郷」を一

緒に合唱して交流を深めました。

～寿大学活動報告～

高校生と一緒に授業に参加しました

「俳句に親しむ」では、五・七・五を一行目、二行目、三

行目と分け、それぞれ違う人が文章を考えて、ユニーク

な俳句を作成していました。

「ラダーウォーキング」では、ハシゴ状のトレーニング用

品を使用し、様々なステップで高校生と一緒にウォーキ

ングをし、気持ちよく汗を流していました。

「写真で知る世界の国々」では、写真や資料をもとに国名

をあてるという少々難しい内容でしたが、それぞれ知恵

を出し合いながら国名をあてようとしていました。

○水素の力を利用して走る

クワガタ号を上手に運転し

ていました。

○凍ったマシュマロにドキ

ドキ・・・口に入れるとす

ぐに柔らかくなりました。



【2】

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

日　程：８月 ２０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２６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

　　　　　　　　　（０９０－１６４５－９５１７）

今年も町内の小学４～６年生を対象とした「わ

んぱく広場」を開催します。

３日間の中で、佐呂間町の夏を満喫できるプロ

グラムを用意しております。

たくさんのことを体験し、「佐呂間町ってこん

ないいところがあるんだ！」と、地域のことを

学び、自分たちの住む町の魅力を感じてもらい

たいと思います。

たくさんの参加をお待ちしております！

～ 楽しい思い出を作ろう ～

「わんぱく広場」を開催します！

○日　程：８月２日（水）～４日（金）

　　　　　（２泊３日）

○場　所：佐呂間町内（宿泊は町民センター）

○内　容：海釣り、自然体験など

○対　象：町内の小学４～６年生

○定　員：３０名

○参加費：３，０００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１４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。

今年度も来年１年生になる幼児を対象にスイミ

ング教室を開催いたします。水慣れから初歩の

クロール、プールの利用マナーについて学びま

す。この機会にぜひご参加ください。

○期日及び時間：

　Ａコース）７月１９日・２６日・８月２日

　　　　　　水曜日　全３回

　　　　　　午後４時３０分～５時１５分　

　Ｂコース）７月２０日、２７日、８月３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３０年度新１年生

○定　員：合計２０名（Ａ・Ｂ各１０名）

※定員を超えた場合は、抽選とさせていただき

　ます。

○申　込：６月３０日（金）～７月７日（金）

　　　　　の間にスターへお申込みください。

　
はじめての「プール」を

みんなで楽しもう！

〈元気アップスイミング
　　　　　「ちびっこコース」のご案内〉

　
プール開館時間が

　　　　　　夏時間になりました

６月１５日（木）からプール営業時間が夏時間

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時まで

※土日は引き続き午前１０時～午後５時までの

　利用となります。

○夏期営業期間　

　６月１５日（木）～９月１日（金）
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ルール・マナーを守り、

楽しくプールを
利用しましょう

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。

・ 幼児をお連れのお客様は、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、目を離さないようお願いいたし

　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　

　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。

・ プール吸水口は体が吸い付く恐れがありま　

　絶対に近付かないでください。

・ 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。

・ 小学生の保護者はプール利用前に退水時間等

　を、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。

す。

で、

本を読んで
ファイターズを応援しよう

北海道教育庁と日本ハムファイターズが連携

し、小学生の読書推進キャンペーンを実施して

います。小学生を対象に夏休みの間に読書をが

んばった児童をファイターズの試合に招待する

企画です。

小学生のみんなは、ぜひ、このキャンペーンに

参加してみてください。

小学生に配布しておりますチラシの申込書を図

書館に提出してください。

不明な事がありましたら図書館にお問い合わせ

ください。

【　キャンペーンの概要　】

○夏休み期間中に目標冊数（１・２年生は１０

冊、３・４年生は８冊、５・６年生は６冊）に

達する本を読み、読書通帳を図書館に提出する

と、ファイターズの試合に招待されます。

（９月の期間中「９/ １２～９/ ２１」の全７試

合の中から、希望する日の試合に招待されます。

応募多数の場合は抽選となります。）

夏休み工作教室のお知らせ

夏休み中に工作教室を開催します。ぜひご参加

ください。

名　称　「スーパーボールをつくろう！！」

日　程　８月１日（火）

時　間　①午前１０時３０分～

　　　　②午後１時～

　　　　　（一日２回開催）

内　容　洗濯のりを使って、スーパーボールを

　　　　作ろう！

その他　参加希望者は、７月２５日以降電話ま

　　　　たは直接図書館で申込みをしてくださ

　　　　い。参加無料です。

○試合観戦を希望しない場合は、プレゼントを

選ぶこともできます。（ファイターズロゴ入り

シャープペンシルの予定）

☆参加申込期間：７月２１日（金）まで

☆読書期間：７月２４日（月）～８月２０日（日）

※参加申込期間と読書期間が異なっておりま

　すのでご注意ください。
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※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。

児童・青少年向け

　もののしくみ大図鑑　　ジョエル・ルボーム／文

　鳥の巣つくろう　　　　　　　  鈴
す ず き

木　まもる／著

　きょうはやきにく　　　　　　いとう　みく／作

小説・文芸書

　劇場　　　　　　　　　　　　　又
またよし

吉　直
な お き

樹／著

　僕が殺した人と僕を殺した人　　東
ひがしやま

山　彰
あ き ら

良／著

　女と男の品格。　　　　　　　　伊
いじゅういん

集院　静
しずか

／著

一般書

　働く男 　　 　　　　　　　　　　 星
ほ し の

野　源
げん

／著

　親が元気なうちに知っておきたい５０のこと

　　　　　　　　　　　　　　  　　　　 東
ひがし

　優
まさる

／監修

　天気痛　　　　　　　　　　　　　 　佐
さ と う

藤　純
じゅん

／著

えほん

　いたずらおおかみくん　 　きむら　ゆういち／作

　なんでもできる！？　　　 　　　 五
ご み

味　太
た ろ う

郎／作

　だんぼーるおうじ　　 　　長
な が の

野　ヒデ子
こ

／作・絵

７月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　７月　１日（土）　　８日（土）　１５日（土）

　　　１８日（火）　２２日（土）　２９日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館   　

◎スターの休館日

　７月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　１８日（火）　２４日（月）　３１日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

　

◎図書館の休館日

　７月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　１８日（火）　２４日（月）　３０日（日）

　　　３１日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

購入雑誌の変更です

今まで購入しておりました『北海道のつり』を

『NorthAngler's（北海道つり総合誌）』に、

『Como（コモ）』を『レクリエ（介護情報）』

にそれぞれ変更しました。

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。親子そろっての来場をお待

ちしております。

○日程

　７月２９日（土）

○時間・場所

　①午前１０時～　児童館プレイルーム

　②午後１時～　図書館　会議室

○上映作品

　はらぺこあおむし他（２７分）、

　おしりかじりむし（２５分）

図書館映画上映会のお知らせ

火

曜

日

　７月　４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１１日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２５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

（※１１日のみ運行）

水

曜

日

７月　５日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

１９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

７月１２日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

７月　６日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２０日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

７月１３日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25


