
　●１２月１３日（水）

　　□佐呂間高等学校

　　　午後２時１０分～３時００分

　●１２月１４日（木）

　　□佐呂間小学校　

　　　午前９時２５分～１０時１０分

　　□佐呂間中学校　

　　　午前１１時３０分～１２時２０分

　●１２月１５日（金）　

　　□若佐小学校

　　　午前１０時３０分～１１時１５分

　　□浜佐呂間小学校

　　　午後１時２０分～２時 0 ５分

１１月１９日（日）町民センターで「ミュージ

ックフェスティバル Vol. ２８」を開催し、町

内の８組の音楽団体が、演奏や歌声を披露しま

した。

若佐小学校からスタートし、最後は佐呂間中学

校吹奏楽部、佐呂間高等学校吹奏楽局、サロマ

吹奏楽倶楽部の合同演奏をバックに、会場の全

員で「ビリーブ」を合唱しました。

ーミュージックフェスティバルー
練習の成果を披露しました

「♪音届け（おとどけ）コンサート♪第２弾」開催！　　　

昨年好評だった音
おと

届
ど

けコンサート。今年も、プロの音楽家（声楽・ピアノ）と佐呂間高校吹奏楽局

員が演奏グループを結成し、町内の各地域へ飛び出します！

音楽隊が少し早いクリスマスプレゼントとして、皆さんに「音の花束」を音
おと

届
ど

けします♪

・川島　沙耶・下司　貴大 ・山本　真平
【ピアノ】 【ソプラノ】【バリトン】

　○日　時：１２月１５日（金）　　　　　　

　　　　　　①午後６時～７時（親子向け）

　　　　　　②午後７時～８時（一般向け）　

　○場　所：町民センター

　○出演者

◎各学校でもコンサートを開催します。いずれ

　も“一般公開”（入場無料）しています。

・佐呂間高等学校吹奏楽局員

（佐呂間高校音楽教諭）

　○主　催：佐呂間町教育委員会

　○協　力：佐呂間高等学校

○問い合わせ先：社会教育課（２－１２９５）
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毎年、夏に小学４～６年生を対象に開催してい

る「わんぱく広場」。今年は冬バージョンも開

催します。

２日間の中で、みんなと一緒に雪像づくりやア

イスづくりをしたりと、佐呂間の冬を楽しむプ

ログラムを用意してます。

ぜひご参加ください！

― 佐呂間の冬を楽しもう―

「わんぱく広場 in Winter」開催！

○日　程：１月１１日（木）

　　　　　～１２日（金）（１泊２日）

○場　所：佐呂間町内（宿泊は町民センター）

○内　容：雪像づくり、アイスづくりなど

○対　象：町内の小学４～６年生

○定　員：１８名（定員を上回る申し込みの場合、

               抽選とします）

○参加費：２，０００円程度（食材費・入浴料等）

○申込み：小学校を通じてチラシを配布しますので、

              １２月２０日（水）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：１２月２３日（土）　

　　　　　午後６時 開場

　　　　　午後６時３０分 開演

○場　所：町民センター

○入場料：大人２，０００円

　　　　　中高生１，０００円

　　　　　小学生以下無料

○主　催：SAROMA ACOUSTIC ROOTER

○問合せ：押野　亨　（090-8901-7115）

－佐呂間町芸術文化支援事業－

VOICE  X'mas Live in SAROMA

を開催します！

“２４時間の神話”で有名な白老町出身の別

所秀彦さんと芳彦さんによる双子ユニット

「VOICE」のライブを開催します。

クリスマスの思い出に、素敵な音楽をみなさん

で楽しみませんか。

たくさんの方のご来場をお待ちしております。

◎この事業は佐呂間町芸術文化支援事業を利用

　して行われます。皆さんもこの支援事業を利

　用して、講演会、演奏会などを企画してみま

　せんか。現在平成２９年度及び平成３０年度

　（平成３１年３月３１日まで）に実施する事

　業を募集中です。詳しくは社会教育課（２－

　１２９５）までお問い合わせください。

別所秀彦さん

別所芳彦さん

来年度の就学児を対象とした「スキー教室」を

開催します。

初歩のスキー学習を通して、ウィンタースポー

ツに親しんでもらうことを目標としています。

この機会にぜひご参加ください。

ちびっこスキー教室のお知らせ

○日　程：１月１３日（土）、１月２０日 ( 土）、

　　　  　１月２７日（土）　全３回

○時　間：午後１時～２時３０分

○場　所：町営スキー場

○対　象：平成２３年４月２日から平成２４年

　　　　　４月１日の間に生まれた佐呂間町在

　　　　　住の未就学児（平成３０年度就学児）

　　　　※保護者同伴が条件になります。

○申込み：１２月４日（月）～１５日（金）に、

　　　　 社会教育課（２－１２９５）か、スター

             （２－２２６１）へお申し込みくださ

             い。

○主　催：佐呂間町教育委員会

○協　力：佐呂間町スキー協会
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１０月２７日（金）温水プールにて今年で３回

目となる日本水泳連盟認定「泳力検定会」を開

催しました。この検定会は全国共通の判定基準

に基づき、日本体育協会公認の水泳指導員が判

定を行う検定会です。今年から判定基準が改定

され、初級者や中級者も検定に挑戦しやすくな

りました。昨年度と比べ今年度は受検者が大幅

に増加し１７名が受検し、内１１名が見事合格

しました。残念ながら合格できなかった受検者

にとっても、来シーズンに向けての課題が明確

になり、上達への道標を得ることができたよう

です。

　

　
１月から「冬季健康プログラム」
　　　　　　　がはじまります！

今年も冬期間の運動不足解消に最適な「冬期健

康プログラム」を開催します。小学生の運動能

力向上を目的とした「子ども発育・発達運動教

室」や高齢者向けの健康体操教室「らくらく健

康体操」等を予定しております。詳しくは学校

配布チラシ及び夢通信１月号をご覧ください。

町では、成人式の会場で新成人に１冊の本を贈

る「２０歳の２０冊」事業を実施しています。

図書館では、職員が選んだ今年度の２０冊を展

示しています。ブックリストとともにご覧くだ

さい。

「２０歳の２０冊」を
知っていますか　

パーソナル指導を受けて、
安全で効果的トレーニングを！

シーズンの最後を締めくくる
「泳力検定会」を開催しました

スターで実施中の「パーソナル指導」では水泳

指導だけでなく、陸上で行う腰や肩などの違和

感改善エクササイズ、生活習慣病予防・改善に

向けた各種トレーニングやコンディショニング

指導を随時行っております。健康運動指導士や

各種トレーナーのライセンスを保有する専任の

インストラクターがひとりひとりの目的や体力

レベル、身体特性に応じた運動プログラムを作

成し、分かりやすく丁寧にご指導いたします。

どうぞお気軽にご活用ください。

♦パーソナル指導のご案内

○期　日：平成３０年３月３１日（土）までの

　　　　　休館日を除く毎日

○内　容：各種トレーニング指導

○対　象：高校生以上

　　　　　（保護者同伴の場合中学生以下も可）

○回　数：１人あたり月２回まで

○時　間：４５～６０分

○定　員：１～３名

　　　（２～３名の場合同一の内容となります）

○申　込：お電話またはスター受付へ申込みく

　　　　　ださい。

（毎月１５日から翌月分の受付を開始します）
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児童・青少年向け

　わかったさんとおかしをつくろう！１～３

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　寺
てらむら

村　輝
て る お

夫／作

　走れ！ヒットン　運動会小説　　須
す ど う

藤　靖
やすたか

貴／著

　生き物たちの冬ごし図鑑　    

　　探して発見！観察しよう昆虫　  星
ほし

　輝
てるゆき

行／写真・文

小説・文芸書

　翻弄　　　　　　　　　　　　　上
う え だ

田　秀
ひ で と

人／著

　武士マチムラ　　　　　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

　アナログ　　　　　　　　　　ビートたけし／著

一般書

　東大から刑務所へ    　　　　　  堀
ほ り え

江　貴
たかふみ

文／著

　１００歳まで元気でいるための

　　歩き方＆杖の使い方   　　　　　  西
に し の

野　英
ひでゆき

行／著

　富美男の乱　　　　　　　　　梅
うめざわ

沢　富
と み お

美男／著

えほん

　いぶくろちゃん　　　　　　　　平
ひ ら た

田　昌
まさひろ

広／作

　おならまんざい　　　　　　　　 長
は せ が わ

谷川　義
よしふみ

史／作

　おとえほん　　　　たにかわ　しゅんたろう／訳

※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。

火

曜

日

１２月　５日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１９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

１２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

１２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

１２月１３日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

１２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

１２月１４日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

ハローワーク遠軽のご協力により、オホーツク

エリアの求人情報の掲示コーナーを会議室に設

置しています。求人についてにお問い合わせは、

ハローワーク遠軽（0158-42-2779）まで

お願いします。

ハローワークコーナー
を設置しています

小学生冬休み工作教室
　「コロコロタワーをつくろう！」

牛乳パックを使って、楽しいからくり装置を作

ろう！ぜひ、参加してください。

○日　程：平成３０年１月１１日（木）

○時　間：①午前１０時３０分から

　　　　　②午後１時から　各２０名程度

○場　所：佐呂間町立図書館

○対　象：小学生以上

○その他：参加は無料ですが、牛乳パック（１

　　　　　ℓのもの）を１つ持ってきてくだ

　　　　　さい。参加希望者は、当日、直接図

　　　　　書館で申込みをしてください。

１２月及び年末年始の休館日

◎町体育館の休館日

　１２月　２日（土）　　９日（土）　１６日（土）　

　　　　２３日（土）　２４日（日）

   ※１２月２９日（金）～１月５日（金）

◎スターの休館日

　１２月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）　

　　　　２４日（日）　２５日（月）　

  ※１２月３０日（土）～１月６日（土）

◎図書館の休館日

　１２月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）　

　　　　２３日（土）　 ２５日（月）　 

　※１２月３０日（土）～１月５日（金）

◎町民センター年末年始の休館日

　１２月２９日（金）～１月５日（金）

　※…年末年始の休館日


