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　例年、夏休み期間中に小学生（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対策を講

じたうえで実施する予定です。

　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、夢つうしんまたは学校を通

じてのチラシ等でお知らせします。

　今後の感染拡大状況によっては中止となる場

合がありますのであらかじめご了承ください。

寿大学受講生の募集について今年度のわんぱく広場について

　食生活改善推進員「トゥモローライフさろま」

のみなさんにより、町民センター駐車場および

入口花壇の花植えボランティアを実施していた

だきました。

　花壇には、マリーゴールドやベゴニアなど約

３００本もの花が植えられ、色鮮やかに彩られ

ました。

　誠にありがとうございました。

花植えボランティアを
実施していただきました

★寿大学は…

　概ね月２回、１０時から１５時まで町民

センター（クラブや講座内容によっては別

の会場も使用します）で開講します。午前

中は講義や芸術鑑賞など、午後からはクラ

ブ活動で運動・趣味にと、楽しく充実した

活動を行えます。

※新型コロナウイルスの感染拡大防止対策

　を講じたうえで開講します。感染拡大状

　況によっては内容変更や休講になる場合

　があります。

　高齢者の学習・生きがいの場として毎年開校

している「寿大学」の受講生を募集しています。

　今年度は新型コロナウイルスの影響により開

校式が７月末に延期となっており、それにとも

なって申込期限も延長しています。ぜひ、この

機会に寿大学に参加してみませんか。

◆申込締切：７月１６日（金）

◆入学資格：町内在住の６０歳以上の男女

◆受 講 料：５００円（入校式で集めます）

　※このほかに運営委員会費（２，５００円程

　　度）や、クラブ活動によっては材料費など

　　がかかる場合があります。

◆送　　迎：希望者には通学バスを運行

◆申込方法

　入学申込書に必要事項を記入し、町民セン

ターまたは教育委員会社会教育課まで提出して

ください。入学申込書は各老人クラブ、老人福

祉センター、町民センター、教育委員会に置い

てあります。



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

　夏休み期間中、スタンプを集めると景品がも

らえるイベントを行います。小さなお子さんか

ら小学生まで楽しめる内容となっていますの

で、ぜひお気軽にご参加ください。

◆期　間：７月２７日（火）～８月１５日（日）

◆対　象：幼児～小学生（幼児は保護者同伴）

◆スタンプラリーの流れ（参加無料）

　図書館のカウンターで申し込みをしてスタン

プカードを受け取り、「本を借りる」「クイズに

答える」など図書館や本に関するミッションを

クリアしてスタンプを集めます。３つスタンプ

を集めると景品をＧＥＴ！

図書館においでよ！
わくわくスタンプラリー

　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、ぜひこのキャ

ンペーンに参加してみてください。

◆申込方法

　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し込みページに、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し込みをしてください。

◆キャンペーンの概要

　７月２２日（木）～８月３１日（火）の期間中に

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、㈱パイ

ロットコーポレーション製のファイターズロゴ

入りシャープペンシルをプレゼントします。

◆申込期限：７月３１日（土）

本を読んで
ファイターズを応援しよう！

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

７月　６日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

７月１３日 佐呂間小学校（１３日のみ） 10：10 ～ 10：30

２７日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

７月１４日 浜佐呂間小学校（１４日のみ）12：40 ～ 13：00

２８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（１４日のみ） 15：15 ～ 15：30

７月　７日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２１日

木

曜

日

７月　１日 若佐小学校（１・１５日のみ） 10：10 ～ 10：25

１５日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

２９日 佐呂間中学校（１・１５日のみ）12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

７月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

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》

・あるヤクザの生涯　　　　石
いしはら

原　慎
し ん た ろ う

太郎／著

・火車の残花　　　　　　　　　神
かみなが

永　学
まなぶ

／著

・風よ僕らの前髪を　　　　弥
や よ い

生　小
さ よ こ

夜子／著

《一般書》

・実力も運のうち　　マイケル・サンデル／著

・戦争というもの　　　　　　半
はんどう

藤　一
かずとし

利／著

・岸惠子自伝　　　　　　　　　岸
きし

　惠
け い こ

子／著

《児童・青少年向け》

・野山の鳥を観察しよう！　　飯
いいむら

村　茂
し げ き

樹／著

・しんぱいせんせい　　　　北
きたがわ

川　チハル／作

・放課後オンライン　　　　みずの　まい／著

《えほん》

・ぼくとがっこう　　　　　谷
たにかわ

川　俊
しゅんたろう

太郎／文

・すてきなひとりぼっち

　　　　　　　　　　　なかがわ　ちひろ／作

・おやまでテント　　　　ゆーち　みえこ／作



【児童書】「ぼくらの七日間戦争」

　　　　　宗
そ う だ

田　理
おさむ

／作　はしもと　しん／絵

図書館からのおすすめ 「夏に読みたいおすすめ本」

　小学４年生のぼくが住む郊外の町に、突然ペ

ンギンが現れた。この事件に歯科医院で働くミ

ステリアスなお姉さんの不思議な力が関わって

いることを知ったぼくは、その謎を研究するこ

とにした。ひと夏の出会いと、冒険の物語です。

　明日から夏休みというある日、東京下町にあ

る中学１年の男子全員が姿を消した。事故なの

か、それとも集団誘拐かと思われたが、彼らは

廃工場に立てこもり、ここを解放区として大人

たちへの反乱を起こしたのだった。「ぼくら」

シリーズの人気作品をぜひ！

【小説】「ペンギン・ハイウェイ」

　　　　　　　　　　　　　森
も り み

見　登
と み ひ こ

美彦／著

　かたつむりの気象予報士が、「梅雨明けはも

うすぐでしょう」と知らせます。すると夏の風

物詩であるスイカやセミ、アイスクリームたち

が大集合し、よーいどーんの合図でいっせいに

走り出します。夏の訪れを楽しく描いたユニー

クな絵本です。

【絵本】「なつのおとずれ」

　　　　　　　　　かがくい　ひろし　作・絵

　ホロ苦い思い出、熱中したあのこと、苦楽を

味わった仕事、そして定年。６０年生きた男た

ちの今日までのこと、そして明日からを描く。

過去の出来事、思い出と現実が交錯する全７編

収録の、心にじわっと染み入る短編集です。

【小説】「夏の迷い子」

　　　　　　　　　　　　　　　泉
いずみ

　麻
あ さ と

人／著



　今年も「ゲンキマイレージ」や「景品」がもらえ

る夏季限定の特別企画を開催します。小学生か

ら大人まで楽しめるキャンペーンとなっていま

す。この機会にスターを利用し、たくさんの「元

気」と「マイル」を手に入れませんか。

　詳細については町内公共施設に置いてあるチ

ラシをご覧ください。

★キャンペーン①

『健康運動トライアル＋

　　　　　　　スタートアップキャンペーン』

　キャンペーンにご登録の上、実施種目を選択

し運動を実施すると、回数に応じてポイントを

進呈します。

（例）水中歩行３，０００ｍまたは自転車こぎを

　　１２０分実施→５ポイント進呈

◆対　　象：高校生以上の町民

◆定　　員：２５名（先着順）

◆申込期間：７月２７日（火）～　８月３１日（火）

◆実施期間：７月２７日（火）～１０月３１日（日）

★キャンペーン②

『たくさん泳いで「マイル」と「景品」を

　　　　　　　ゲットしよう！キャンペーン』

　申込票に必要事項を記入しキャンペーンにご

参加ください。チェックカードを持参の上、プー

ルを利用すると利用回数に応じてポイントと景

品をプレゼントします。

（例）５回の利用で１０ポイントと景品を贈呈

◆対　　象：町内小学生

◆定　　員：５０名

◆申込期間：７月２７日（火）～８月１４日（土）

◆実施期間：７月２７日（火）～８月１９日（木）

※ポイントおよび景品の引き換えは８月３１日

　（火）までとなっています。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　令和４年度の新１年生を対象に、プールの使

い方や初歩の水泳を楽しく学べる水泳教室を開

催します。この機会にぜひご参加ください。

◆期日および時間

　Ａクラス：７月２０日、２７日、８月３日

　　　　　　毎週火曜日（全 3 回）

　　　　　　１６時３０分～１７時２０分

　Ｂクラス： ７月２１日、２８日、８月４日

　　　　　　毎週水曜日（全 3 回）

　　　　　　１６時３０分～１７時２０分

　※Ａ・Ｂいずれかのクラスをお選びください

　　（Ａ・Ｂ同一内容です）

◆対　　象：令和４年度新１年生

◆定　　員：合計２０名 （A・B 各１０名）

　　　　　　※定員超過の場合抽選

◆申込期間：６月２９日（火）～７月４日（日）

　　　　　　スターへお申し込みください

◆そ の 他

　開催当日は混雑緩和のため１６時～１８時の

間、プールおよびプール更衣室を本教室の専用

使用とさせていただき、個人使用を中止としま

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」のご案内

ゲンキマイレージ
「スター」夏のキャンペーン開催！

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　７月　１日（木）　 　８日（木）　 １５日（木）

　　　２２日（木）　 ２３日（金）　 ２４日（土）

　　　２９日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　７月　５日（月）　 １２日（月）　 １９日（月）

　　　２３日（金）　 ２４日（土）　 ２６日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　７月　５日（月）　 １２日（月）　 １９日（月）

　　　２２日（木）　 ２３日（金）　 ２６日（月）

　　　３１日（土）

７月の各施設の休館日
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