
７月９日（木）町民センターにおいて第４８回

寿大学入校式を開催しました。今年度は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため、２カ月半遅

れての開催となりましたが、新入生５名を含む

９８名が入校し、久しぶりの再会を喜んでいる

様子が見受けられました。

開講日は、月２回程度を予定し、例年実施して

いる講座の一般公開は、中止とさせていただき

ますので、ご了承願います。

また、来年２月に予定している学園祭の実施及

び一般公開については、改めてお知らせいたし

ます。
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「佐呂間ふるさと展」
「墨絵教室」開催のお知らせ

佐呂間町出身で現代墨

絵作家として国内外で

幅広く活躍されている

安保真さんの作品展を

開催します。オリジナ

ルの技法で描かれる作

品は、墨だけで描かれ

たとは思えないほど柔

らかく、温かみがある

のが特徴で、従来まで

の墨絵のイメージを一

変させるはずです。

また、今回のふるさと展の開催に合わせ、安保

さん本人が来場し、滲み画を体験できる「墨絵

教室」も開催します。興味のある方はぜひご参

加ください。

■佐呂間ふるさと展

【展示期間】　９月１０日（木）～１０月７日（水）

【時　　間】　１０時～１８時１５分

【会　　場】　佐呂間町立図書館

※図書館休館日はお休みになります。

■墨絵教室

【開催日時】　９月１１日（金）１８時３０分～

【会　　場】　佐呂間町立図書館

【持  ち  物】　ティッシュペーパー

【参  加  費】　無料

■安保　真さん来場日

９月１０日（木）午後～９月１１日（金）

※講座等で不在になる場合があります。

令和２年度
寿大学入校式を開催しました
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曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

８月　４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　１８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

８月２５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

８月１２日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　２６日 浜佐呂間小学校（２６日のみ） 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（２６日のみ） 15：15 ～ 15：30

８月　５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

８月１３日 若佐小学校（２７日のみ） 10：10 ～ 10：25
　　２７日 佐呂間中学校（２７日のみ） 12：45 ～ 13：05

　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
8 月　６日

　　２０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。

移動図書館車「あおぞら号」は２週間に一度、

お住まいの地域を巡回しています。あおぞら号

で借りた本は、本館や支所・出張所でも返却可

能です。ご連絡いただければリクエストにも対

応します。「なかなか図書館に行く時間が取れ

ない」「図書館に行く手段がない」という方は

ぜひご利用くだ

さ い。 ま た、 停

車場所の新設に

ついてもご相談

ください。

あおぞら号運行中です

あおぞら号巡回日程表

例年、９月に開催されている佐呂間町総合文化

祭（佐呂間町文化連盟主催）は、新型コロナウ

イルスの影響により中止となりました。また、

遠紋地区芸能発表会（令和 2 年度佐呂間町開

催予定）についても中止となりました。

【お問合せ】　佐呂間町文化連盟

　　会　長　井上孝一（2-3560）

　　事務局　金子裕司（090-8638-2951）

「総合文化祭」中止のお知らせ

サポーターバンクは、これまでの生活や仕事の

中で培ってきた様々な技術や知識、経験などを

持ったサポーター（指導者）が、あなたの「学

び」をお手伝いします。「こんな事を学んでみ

たい！」「教えてもらえないかな？」と思った

らご相談ください。

また、サポーターの登録についても随時募集し

ています。「こんな事ならお教えできます」「あ

んな事ならお手伝いできます」と思ったらぜひ

ご登録お願いします。詳細については下記の

QR コードから町ホームページをご覧くださ

い。

「佐呂間町サポーターバンク」
を活用しませんか

夏のアラスカは白夜で、遅い時間まで野外活動

を楽しむことができます。しかし、この時期は

「蚊」がとても多く、アラスカの人は皮肉交じ

りの冗談で「蚊」のことを非公式の国鳥と呼び

ます。野外活動を楽しむときは、日本と同じく

「蚊取り線香」を使用します。

ALT マッケンジーの Alaska Style!!

・「蚊」は英語で "m
モ ス キ ー ト

osquito"

・「蚊取り線香」は "m
モ ス キ ー ト

osquito c
コイル

oil"

　（c
コイル

oil ＝渦巻状に巻く）

★ QR コード



【3】

《小説・文芸書》

・黙示　　　　　　　　　　今
こ ん の

野　　敏
びん

／著

・新酒番船　　　　　　　　佐
さ え き

伯　泰
やすひで

英／著

《一般書》

・薬物依存症　　　　　　　清
きよはら

原　和
かずひろ

博／著

・おべんとうの時間がきらいだった

　　　　　　　　　　　　　阿
あ べ

部　直
な お み

美／著

《児童・青少年向け》

・お菓子な自由研究　　　東
とうきょうせいかがっこう

京製菓学校／監修

・ゲーム業界で働く　　　　小
こ す ぎ

杉　眞
ま き

紀／著

《えほん》

・じごくバス　　　　　　　有
あ り た

田　奈
な お

央／作

・妖怪のど自慢　　　　　　広
ひ ろ せ

瀬　克
か つ や

也／作

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し

ていた、絵本の読み聞かせ事業「おはなし広場」

ですが、読み手はマスクを着用、間隔を空ける

などの対策を講じ、再開しました。みなさんの

ご来場お待ちしております。

【開催日時】　毎週土曜日　１４時～

【場　　所】　絵本コーナー

暑い季節でも身震いするような怪談話を集めま

した。ぜひ読んでみてください。

あなたが普段何気なく

使っているその場所は本

当に安全？学校やトイ

レ、お風呂場や駐車場な

ど、身近な場所で感じる

ゾッとする話が４２話収

録。１話読み切りの短編

集なので、朝読書や空い

た時間で手軽に読むこと

ができます。

「３分後にゾッとする話　悪夢の棲み家」

怖
こわ

い話
はなしけんきゅうかい

研 究 会／著

図書館からおススメ
夏に読みたい“怪談話”特集

事故で陸上選手生命を絶

たれた中学教師、家庭崩

壊で転校してきた女子中

学生、Ⅰターン就農者を

目指す初老の男。一見、

無関係な人間が、禁断の

森で交錯したとき、日常

が狂い始める…。人間の

狂気と再生を描いたダー

クファンタジーです。

「入らずの森」　宇
う さ み

佐美まこと／著

事故物件を転々としてい

るお笑い芸人松原タニシ

による、これまで生活し

てきた事故物件での体験

や、実際に事故物件に住

む人に取材した話など

を、その部屋の間取り付

きで紹介。８月２８日に

は映画が全国公開予定の

注目の１冊です。

「怖い間取り  事故物件怪談」　松
まつばら

原タニシ／著

図書館カードをお持ちの方は、電子メールア

ドレスを登録すると、貸出中の本の予約がで

きるようになり、貸出可能になるとメールも

届くようになります。図書館ホームページの

WebOPAC（所蔵検索）ページ内「メールア

ドレスの変更」から登録できますので、ぜひご

利用ください。

ネットで本の予約ができます

今月の新着本

読み聞かせ事業
「おはなし広場」が再開しました
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開催を見合わせていた「パーソナル指導」につ

いて、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ

た上で再開しています。コロナ禍による運動不

足解消にぜひお役立てください。

【期　　日】　令和３年３月３１日（水）まで

【実施内容】　

○各種トレーニングコース

　陸上での筋力運動や有酸素運動など

○水泳・水中運動コース

　プールでの水泳及び各種運動

【対　　象】　小学生以上

　　　　　　（プールは保護者同伴の幼児も可）

【回　　数】　１人あたり月２回まで

　　　　　　※各種トレーニングは年度内　

　　　　　　　１人１０回まで、水泳・水中運

　　　　　　　動はシーズン中１人４回まで

【時　　間】　４５分～６０分

　　　　　　※水泳・水中運動及び小学生の指

　　　　　　　導は３０分

【定　　員】　１～２名

【場　　所】　トレーニングルーム、会議室、

　　　　　　プール

【申込方法】   お電話またはスター受付にてお申

　　　　　　込みください

　　　　　　（毎月１５日から翌月分の受付を

　　　　　　開始します）

【そ  の  他】   新型コロナウイルス感染防止対策

　　　　　　についての詳細は町ホームページ

　　　　　　をご覧ください。

スターでは密を防いだ新しい形でのスイミング

事業を開催します。スターが用意したメニュー

表を見ながら自習形式で進める新スタイルで

す。どうぞお気軽にご参加ください。

【期　　日】　８月４日（火）～１０月３１日（土）

【時　　間】　プール開館時間内で自由

【対　　象】　小学 4 年生～成人

【申　　込】　当日受付（事前申込不要）

【定　　員】　なし

【コース及びクラス】

（Ａ）ジュニアコース（小学生）

　　・面かぶりクロールクラス

　　・クロール息継ぎクラス

　　・クロールレベルアップクラス

（Ｂ）マスターズコース（中学生以上）

　　・水中運動クラス

　　・初歩のクロールクラス

　　・クロール息継ぎクラス

【そ  の  他】

　・クラス毎に１０回分のレッスンメニューを

　　用意いたします。

　・参加者は受付で希望するコースのメニュー

　　を受け取り各自で実施願います。

　・事業の詳細は町ホームページをご確認くだ

　　さい。

元気アップスイミング
「セルフスクール」の開催について

パーソナル指導を再開しました

◇町体育館の休館日

　8 月　１日（土）　　８日（土）　１１日（火）

　　　１５日（土）　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

　８月　３日（月）　１０日（月）　１１日（火）

　　　１７日（月）　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

　８月　３日（月）　１０日（月）　１１日（火）

　　　１７日（月）　２４日（月）　３０日（日）

　　　３１日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

各施設休館日のお知らせ
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