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佐呂間高校学校開放講座を開設！

　昨年度は中止となってしまった佐呂間高校学

校開放講座を、二年ぶりに開設します！

◆場　　所：町民センター第３研修室

◆対　　象：中学生以上の町民

　　　　　　中学生および高校生の方は保護者

　　　　　　の了承を得てください。

◆受 講 料：無料

◆定　　員：１５名※定員超過の場合は抽選

◆申し込み：１１月５日（金）までに社会教育課

　　　　　　へ電話でお申し込みください。

◆講座内容

　「高校生に人気の理科実験を体験！」

　★１１月１５日（月）、１７日（水）１９時～２０時

　高校生に人気の①化学分野「液体窒素」と②生

　物分野「豚の眼球の解剖」の実験を体験します。

　温度や目のしくみが楽しくわかります。どち

　らか１回だけでもお気軽にご参加ください。

安保真「佐呂間ふるさと展」

　毎年、多くの皆さまにご好評を頂いている「か

らだ工房」が始まります。今年も、新型コロナ

ウイルス感染症対策を講じた中での開催となる

ため、下記案内をご確認の上、お申し込み願い

ます。

　格闘技系の動きをフィットネス風にアレンジ

し音楽と融合させた楽しいエクササイズや、リズ

ミカルな動きが楽しいズンバ、簡単な動作のシェ

イプアップダンスを中心に行います。冬に向け

て元気な「からだ」づくりに挑戦しましょう！

◆日　　時：１１月　２日（火）、１０日（水）

　　　　　　　　　１７日（水）、２５日（木）

　　　　　　１２月　１日（水）、　 ８日（水）

　　　　　　各日１９時～２０時３０分まで

◆場　　所：スター（武道館）

◆対　　象：１８歳以上の女性

◆定　　員：２５名

　　　　　　※定員超過の場合は町内在住者

　　　　　　　を優先し抽選

◆指　　導：スポーツプラザ進化塾　ほか

◆参 加 料：１回１００円（施設使用料）

◆持 ち 物：動きやすい服装、運動靴、タオル、

　　　　　　飲み物

◆感染対策

　入退館時の手指消毒、講座の前後ではマスク

を着用願います。また、寒い時期での開催とな

りますが、換気を行います。

◆申し込み

　１０月１５日（金）までに、社会教育課（２－

１２９５）または、スター（２－２２６１）へお

申し込みください。

「からだ工房」でしなやかで
健康なからだづくりに挑戦！

　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。

◆期　　間：１０月１日（金）～２４日（日）

◆時　　間：１０時～１８時１５分

◆場　　所：佐呂間町立図書館

◆入 場 料：無　料

※図書館休館日はお休みです。



図書館：TEL  2-2215 ／ FAX  2-2632

WebOPAC（所蔵検索URL）

https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

　新型コロナウイルスの影響から、毎年１１月

３日に開催している図書館まつりは、昨年度に

引き続き中止とします。代替事業として、事前

予約制・入替制で古本市を開催します。

◆日　　時：１０月１７日（日）１３時～１６時

　　　　　　１０名を３０分ごとに入替

◆場　　所：佐呂間児童館　集会室

　　　　　　※図書館玄関から入場

◆定　　員：先着６０名（町民限定）

◆申し方み：電話もしくは来館により、本人か

　　　　　　家族がお申し込みください。

◆申込期間：１０月７日（木）、８日（金）

　　　　　　１０時～１８時１５分

◆内　　容：古本や古雑誌の無料配布

　　　　　　（１人３０冊まで）

◆注意事項

①予約のない方、予約時間外にご来場の方は入

　場できません。

②新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発

　熱やせきなどの症状のある方は、来館をご遠

　慮ください。また、マスク着用にご協力願い

　ます。

③持ち帰り用の袋を持参願います。

④当日は窓を開けて換気を行います。寒さ対策

　をお願いします。

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

１０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

１０月　５日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

１９日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

１０月　６日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２０日 浜佐呂間汐見　類家宅前 13：05 ～ 13：20

浜佐呂間　谷川宅前 13：25 ～ 13：40

仁倉旧農協前 13：50 ～ 14：00

知来　伊東宅前 14：10 ～ 14：20

東　佐野宅前 14：25 ～ 14：35

佐呂間高校 15：20 ～ 15：35

１０月１３日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２７日

木

曜

日

１０月　７日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

１０月１４日
若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１０月２８日

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。

今月の新着本

《小説・文芸書》

・みとりねこ 　　　　　　　有
ありかわ

川　ひろ／著

・とにもかくにもごはん　　小
お の で ら

野寺　史
ふみのり

宜／著

・やさしい猫　　　　　　　　中
なかじま

島　京
きょうこ

子／著

《一般書》

・知られざる古墳ライフ　　譽
こ ん だ

田　亜
あ き こ

紀子／著

・何でそれに決めたの？　　　　而
に に ふ に

二不二／著

・彼方への挑戦　　　　　　　松
まつやま

山　英
ひ で き

樹／著

《児童・青少年向け》

・無人島の迷路　　　　香
か が わ

川　元
げ ん た ろ う

太郎／作・絵

・うたうラッパ貝がら　　　如
きさらぎ

月　かずさ／作

・都会のトム＆ソーヤ１８

　　　　　　　　　　　はやみね　かおる／著

《えほん》

・秋　　　　　　　　　かこ　さとし／文・絵

・めんぼうズ　　　　　　　かねこ　まき／作

・まーるいまーるい　　せな　けいこ／作・絵

町民限定！古本市を開催します

　をお願いします。

たくさんの本を
用意してお待ち

しています！



【一般書】「仏像に恋して」

　　　　　　　　　　　　真
ま ふ ね

船　きょうこ／著

図書館からのおすすめ「芸術の秋～芸術作品に関する本～」

　売れない画家のフィンセント・ファン・ゴッ

ホは、パリにいる画商の弟テオドルスの家に転

がり込んでいた。そんな二人の前に浮世絵を売

りさばく日本人、林忠正と助手の重吉が現れ、

大きく運命が動き出す。美術史小説名手の原田

マハさんが描く新境地。

　仏像めぐりはこんなに楽しい！奈良の大仏し

か知らなかった女子大生が仏像に一目惚れを

し、仏像拝観旅の魅力を漫画で紹介する入門書。

登場する舞台は京都、奈良、鎌倉、静岡、タイ

など。巻末には仏像に会うときのマナーを収録。

【小説】「たゆたえども沈まず」

　　　　　　　　　　　　　　原
は ら だ

田　マハ／著

　アカデミー作品賞、監督賞など４賞を受賞し

た『パラサイト　半地下の家族』によって、韓

国のみならず世界の映画史に新しい歴史を刻ん

だポン・ジュノ監督。その魅力に様々な角度か

ら迫る総特集。インタビューや作品を深く知る

ためのキーワード、全作品解説などを収録。

【一般書】「ポン・ジュノ　パラサイト

　　 半地下の家族で頂点を極めた映画の怪物」

　北斎の娘にして「江戸のレンブラント」こと

天才女絵師・葛飾応為の知られざる生涯を描く。

愚かな夫への軽蔑、兄弟子への叶わぬ恋、北斎

の名を利用し悪事を重ねる甥。人生にまつわる

面倒も、ひとたび絵筆を握ればすべて消え去り、

自分だけの光と色を終生追い続けた。

【小説】「眩」

　　　　　　　　　　　　　朝
あ さ い

井　まかて／著



トレーニングルーム、ランニングコース、

武道館につきましては通年で利用可能で

す。引き続きどうぞご利用ください。

　泳力検定会を下記のとおり開催します。今

シーズンの練習成果をこの機会に発揮してみま

せんか。

◆開催日時：１０月２９日（金）１８時３０分～

◆対　　象：小学生以上

◆申し込み：１０月２２日（金）までにお申し込

　　　　　　みください。（電話可）

◆受 験 料：無料

　　　　　　ただし、プール使用料および合格

　　　　　　時に登録料（７００円＋振込手数

　　　　　　料）が必要です。

◆判定基準：館内掲示ポスターをご覧になるか

　　　　　　スターへお問い合わせください。

◆そ の 他　スタートは水中スタートとなりま

　　　　　　す。（飛び込み不可）

　　　　　　合格者には後日、バッジと認定証

　　　　　　が贈られます。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　職員消防訓練実施に伴い、下記のとおり全館

を一時休館とします。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解くださいますようお願いします。

◆休館日程：１０月６日（水）１３時～１７時

　１０時～１３時、１７時～２１時はご利用い

ただけます。（プールは１７時開館）

職員消防訓練実施に伴う
休館について

　高圧受電設備老朽化による更新工事のため、下

記のとおり全館休館とします。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解くださいますようお願いします。

◆休館日程：１１月３日（水）～５日（金）

　　　　　　期間中、終日全館休館

※工事の進捗状況により休館が延長となる場合

　があります。ご利用前にお問い合わせ願いま

　す。

高圧受電設備更新工事に伴う
休館について

日本水泳連盟認定
「泳力検定会」のお知らせ

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　１０月　６日（木）　１４日（木）　２１日（木）

　　　　２８日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　１０月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　　２５日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　１０月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　　２５日（月）　３１日（日）

１０月の各施設の休館日

　今年度の温水プールの営業は１０月３１日（日）

１７時をもちまして終了となります。次年度の

営業開始は令和４年５月を予定しています。

温水プール営業終了のお知らせ

通年で利用可能！
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