
各施設休館日のお知らせ

例年、夏季休暇中に小学生（4 ～ 6 年生）を

対象に実施している体験事業「わんぱく広場」

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

秋以降の実施に向けて、実施内容・日程等につ

いて、現在検討しております。決定次第、夢つ

うしん又は学校を通じてのチラシ等でお知らせ

します。

北緯が高いアラスカでは、冬期間、日が昇る時

間が極端に短く、暗い日々が半年ほど続きます。

しかし、長い冬が終わり、春が過ぎると、これ

までとは全く逆の世界が始まります。日本の夏

は夜 7 時過ぎまで明るいのが普通ですが、ア

ラスカの夏は、夜の１１時を過ぎる頃にやっと

夕方のような雰囲気になります。これがいわゆ

る白夜（白夜＝ m
ミドナイト

idnight s
サン

un）の世界です。

また、アラスカは「真夜中の太陽の土地（英語

で L
ランド

and o
アヴ

f t
ザ

he m
ミドナイト

idnight s
サン

un）」として知ら

れています。６月２１日は一年で最も日が長

い夏至（夏至＝ s
サマー

ummer s
ソルスティス

olstice）にあたり、

この日の日照時間はアンカレッジ市では２０時

間、フェアバンクス市では２２時間となり、北

極圏の上空では１日中日が沈みません。また、

夏至の日には「真夜中の太陽」を祝うために一

晩中行われる大きな祭りがあります。

◇町体育館の休館日

　７月　４日（土）　１１日（土）　１８日（土）

　　　２４日（金）　２５日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◇スターの休館日

　７月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２４日（金）　２５日（土）　２７日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◇図書館の休館日

　７月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２３日（木）　２４日（金）　２７日（月）

　　　３１日（金）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

これまでは新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、貸出のみ利用可能とし、長時間の滞在を

ご遠慮いただいておりましたが、一般閲覧室、

会議室、利用者用パソコンについても、間隔を

空けて使用できることとなりました。

なお、密集を避けるため館内のイスを減らして

おります。多人数での利用はご遠慮ください。

また、ＤＶＤコーナーは当面の間休止しており

ます。引き続きご不便をおかけしますが、ご理

解ご協力をお願いします。

図書館を滞在利用できます

今年度の「わんぱく広場」について

"s
ソルスティス

olstice" は日本語で

「（太陽の）最高点、極点」

という意味があります！

No.352

ALT マッケンジーの Alaska Style !!
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曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

７月　７日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　２１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

７月１４日 佐呂間小学校（１４日のみ） 10：10 ～ 10：30
　　２８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

７月　１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　１５日 浜佐呂間小学校（1 日・１5 日のみ） 12：40 ～ 13：00
　　２９日 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（１日・１５日のみ） 15：15 ～ 15：30

７月　８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00
　　２２日

木

曜

日

７月　２日 若佐小学校（２日・１６日のみ） 10：10 ～ 10：25
　　１６日 佐呂間中学校（２日・１６日のみ） 12：45 ～ 13：05
　　３０日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
　　　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

本を読んでクイズに答えるとすてきな景品がも

らえる、小学生向けイベントを行います。ぜひ

ご参加ください。

【参加申込期間】

　７月２８日（火）～８月１６日（日）

【景品交換期間】

　７月２９日（水）～８月２９日（土）

【対　象】小学生

【参加料】無料（参加は 1 人 1 回まで）

【内　容】

図書館で参加申込みをして、本 3 冊と、クイ

ズの紙が入った袋を受け取ります。中身は低・

中・高学年ごとに変わりますが、どんな本が入っ

ているかは、開けてみるまでわかりません。家

で本を読み、答えを書いた紙を図書館に提出し

てください。クイズの答えは、本を読むとわか

ります。正解すると、景品がもらえます。

読んで、答えて！
～夏はおうちで読書＆クイズ～

今月の新着本

★小説・文芸書

　「死者との対話」　　　　　石
いしはら

原慎
し ん た ろ う

太郎／著

　「うめももさくら」　　　　石
い し だ

田　香
か お り

織／著

　「任侠シネマ」　　　　　　今
こ ん の

野　　敏
びん

／著

★一般書

　「自分を好きになる練習」　 矢
や は ぎ

作　直
な お き

樹／著

　「感染症対人類の世界史」 池
いけがみ

上　　彰
あきら

／著

　「世界一ズボラな BOX パン！」

　　　　　　　　　　　　　斎
さいとう

藤ゆかり／著

★児童・青少年向け

　「おやくそくえほん」　　　高
たかはま

濱　正
まさのぶ

伸／監修

　「花を楽しむ野菜図鑑」 岩
いわつき

槻　秀
ひであき

明／著

★えほん

　「ぴよちゃんのかくれんぼ」

　　　　　　　　　　いりやまさとし／作・絵

　「ひとりだちするきたきつねのこども」 

　　　　　　　　　　　　手
て じ ま

島圭
けいざぶろう

三郎／絵・文

【申込み】

学校を通じて配布されるチラシをご覧いただき

インターネット申込みページに、パソコン、ス

マートフォン等からアクセスし、読書通帳をダ

ウンロードして申込みをしてください。

【キャンペーンの概要】

読書期間中に目標冊数（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、

後日、株式会社パイロット・コーポレーション

提供、ファイターズロゴ入りシャープペンシル

を１本プレゼントします。

【申込期限】７月３１日（金）           　　　　（）

【読書期間】７月２３日（木）～８月３１日（月）

北海道教育庁と日本ハム

ファイターズが連携して、

小学生の読書促進全道キャ

ンペーンを実施していま

す。小学生のみなさんは、

ぜひこのキャンペーンに参

加してみてください。

本を読んで
ファイターズを応援しよう

あおぞら号巡回日程表

※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。



【3】

夏になり、仕事に勉強にとあわただしい日々にお疲れのことと思います。そんなときこそ、ご自宅

でのひとときを読書で過ごし、心身ともにリラックスしてみませんか。

しばらく読書から離れていた方にもお気軽にお読みいただける、おすすめの本をご紹介します。

スワロフスキー、コッ

トンパールなどを使

い、おしゃれでかわい

い自分だけのアクセサ

リーを作りませんか？

基本技術もわかりやす

く解説し、お店に売っ

ているものと変わらな

い出来上がりです。プ

レゼントにもぜひ！

「ビギナーズ手作りアクセサリー 100」

先日、最年少タイトル挑

戦を決めた藤井聡太七段

は、なぜこんなに強いの

か？小学生時代のことか

ら家族の教育方針、そし

て２０１７年に２９連勝

を達成した舞台裏とは。

これからの活躍に目が離

せません！

「藤井聡太　名人をこす少年」

あなたにとって思い出の

朝ドラは何ですか？

２０１０年代の作品を中

心に、作られた時代とド

ラマの関係性を考察し、

ヒット作の魅力を解き明

かします。また、脚本家

インタビューも収録され

ており、ファン待望、著

者渾身の朝ドラ論です。

「みんなの朝ドラ」

本が大好きな女子大生

が、本が存在しない異

世界へ転身！？主人公

の少女がゼロから本を

作り、紆余曲折の末に

下剋上していく成長物

語です。ファンタジー

やモノ作りをテーマに

した作品が読みたい方

におススメです。

「本好きの下剋上」シリーズ

昔話の登場人物たちを現

代の法律で裁くとどうな

るのか？「三匹のこぶ

た」、「カチカチ山」、「白

雪姫」、罪を犯したもの

の判決は？児童書です

が、大人も登場人物たち

の言い分をもとに、自分

なりの判決を考えてみる

のも面白いですよ。

「昔話法廷」シリーズ

東京下町にひっそりとあ

る居酒屋「ぼったくり」。

名に似合わずお得なその

店には旨いお酒と美味い

ご飯、そして優しい人々

とのふれあいがあった。

短編で書かれた小説なの

で、さくっと読むことが

でき、さらに全国の銘酒

情報も教えてくれます。

「居酒屋ぼったくり」シリーズ
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昨年度に引き続きトレーニングルームに設置し

ているトレーニング機器を更新します。今年度

は以下の有酸素系トレーニング機器８台と振動

機器１台を更新します。

◇有酸素系トレーニング機器

　①ステッパー　１台

　②コードレスバイク　5 台

　③ラボード　２台

★実施による主な効果

　・生活習慣病の予防、改善効果

　・減量効果

　・全身持久力の向上

◇振動系トレーニング機器

　ソニックス　1 台

★音波で全身体内運動。機器の振動によりリン

　パの流れや血液の流れを良くし、体のむくみ

　を取り、老廃物を排出、体内を活性化させま

　す。

このうち、ソニックスについては、独立行政法

人日本スポーツ振興くじ助成金を受けて更新し

ます。

（https://www.toto-growing.com）

ご利用については、１０月中旬ごろを予定して

おります。生活習慣病の予防・改善やスポーツ

パフォーマンス向上等にぜひお役立てくださ

い。

トレーニング機器を更新します！

例年７月下旬から８月上旬にかけて実施してい

る未就学児（次年度の小学１年生）を対象とし

た水泳教室について、新型コロナウイルス感染

拡大防止の観点から今年度は中止とさせていた

だきます。あらかじめご了承ください。

元気アップスイミング
ちびっこコースの中止について

６月３０日（火）からプールの開館時間が夏時

間に変更となりました。火曜日から金曜日まで

の開館時間が下記のとおり変更となります。

〇夏季開館時間：火～金曜日　１０時～２１時

〇夏季開館期間：８月２８日（金）まで

※土日は、引き続き１０時～１７時までの開館

　となります。

※学校プール授業実施中は一部コースに利用制

　限があります。スケジュールにつきましては

　お問合せください。

発券済みの回数券並びに特別券について、新型

コロナウイルス感染拡大防止対策による施設の

閉鎖期間等を考慮し、有効期限を現在の有効期

限から 6 カ月間延長します。対象となる利用

券をお持ちの方はお問合せください。

なお、本年度のプール特別券（シーズン券）に

つきましては、今年度のプール開設期間並びに

今後のプール閉鎖の可能性等を考慮し、販売を

中止させていただきます。あらかじめご了承く

ださい。

◇６カ月の延長対象となる利用券

　・有効期限が５月１日以降のプール回数券

　・有効期限が３月３日以降の共通回数券及び

　　特別券

◇販売中止となる利用券

　・プール特別券（シーズン券）

利用券の有効期限延長並びに
プール特別券の販売中止について

プール夏季営業のお知らせ
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