
教育委員会だより

発行：佐呂間町教育委員会

編集：教育委員会社会教育課

〒０９３－０５９２

常呂郡佐呂間町字永代町３番地１

社会教育課：TEL2-1295／FAX2-1131

mail：samanabi@town.saroma.hokkaido.jp

No.371

令和４年度寿大学　受講生募集

　寿大学では、令和４年度の学生を募集してい 

ます。月２回程度町民センターで、午前中は全 

員で講演や芸術鑑賞などの講座を受講し、午後

からはクラブに分かれて活動しています。

◆入学資格：町内在住の６０歳以上の方

◆受 講 料：年間１，５００円

　　　　　　この他に運営委員会会費とクラブ

　　　　　　によっては材料費等がかかる場合

　　　　　　があります。

◆申込締切：４月１日（金）

◆そ の 他：バスでの送迎が可能です。

　　　　　　詳しい内容は社会教育課社会教育

　　　　　　係にお問い合わせください。

　「さろま英会話サークル」では、一緒に英会話

を勉強するメンバーを募集しています。昨年、

新たに佐呂間に来たＡＬＴのザック先生と一緒

に楽しく英会話を学びましょう！詳しい活動内

容等は下記のとおりです。

◆開催日時：第１・３火曜日　１９時～２０時

◆場　　所：町民センター

◆会　　費：１回あたり１００円

◆参加条件：中学生以上を対象としています。

　　　　　　学生の方は保護者の同意書を提出

　　　　　　していただき、町民センターまで

　　　　　　の送迎が条件です。

◆申 込 先：弘内（TEL　090-2692-4908）

さろま英会話サークル
メンバー募集中！

　たくさんの『何で？』『どうして？』が体験で

きる「サイエンスキャラバン」を開催します。

　誰もが楽しめる科学の実験や工作をたくさん

用意して、みなさんのご来場をお待ちしていま

す！

　また、今年は感染症対策として人数制限を設

けて、時間ごとに参加者を入れ替えます。詳し

くは下記をご確認ください。

◆日　　時：２月２０日（日） １０時～１３時

◆場　　所：町民センター

◆定　　員：１２０人

　　　　　　（同伴の保護者は定員に含みません）

　　　　　　１グループ４０人として３グルー

　　　　　　プに分けます。

　　　　　　①グループ：１０時～１１時

　　　　　　②グループ：１１時～１２時

　　　　　　③グループ：１２時～１３時

◆申　　込：事前予約とし、７日（月）９時から

　　　　　　１８日（金）１７時まで先着順で申

　　　　　　し込みを受け付けます。申し込み

　　　　　　の際に希望するグループ（時間帯）

　　　　　　をお伝えください。

◆申 込 先：社会教育課社会教育係

　　　　　　（TEL　2-1295）

◆入 場 料：無料

◆主　　催：佐呂間町子ども会育成会連絡協議会

　　　　　　佐呂間町教育委員会

◆そ の 他：当日、３７．５度以上の発熱や風

　　　　　　邪の症状がある場合、参加はご遠

　　　　　　慮ください。

サイエンスキャラバン開催
科学の不思議を体験しよう！



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

　成人式で新成人に本を贈る「２０歳の２０冊」

事業を実施しました。

　平成２５年１月から

実施している本事業は、

読書を通じて自立した

社会人になってほしい

というメッセージを届

けることを目的とし、

今年は新成人５４名に

本を贈りました。

新成人に本を贈呈

　図書館に読みたい本がない場合、新刊は図書

館で購入し、古い本は他の図書館から借りて、

貸出いたします。所定の用紙でお申し込みくだ

さい。

【リクエスト購入した本】

　二人の噓　　　　　　　　一
ひとしずく

雫ライオン／著

　余命１０年　　　　　　　　小
こ さ か

坂　流
る か

加／著

　疲れないカラダ大図鑑　　　　夏
なつしま

嶋　隆
たかし

／著

　痛風の朝　　　　　　　キン　マサタカ／編

　PUI PUI モルカー　　　　見
み さ と

里　朝
と も き

希／監修

リクエストを受付中

　１月６日（木）から８日（土）まで、図書館で本

を借りると福引ができる『新春運試し！福引ガ

チャガチャ』を行いました。

　９日間行う予定でしたが、好評につき１７０

個用意した景品がすべてなくなってしまったた

め、３日間で終了となりました。

　幼児から大人まで多くの方にご参加いただ

き、ありがとうございました。

新春運試し！
福引ガチャガチャを行いました

　自然派のアーティストでもある村上康成氏の

絵本「まっている。」（講談社刊）の原画展を開催

します。

　自然界の中で生きていくうえで「待つ」ことの

意味を語りかける絵本の、貴重な原画の数々を

間近で見られます。

　みなさんの来館をお待ちしています。

◆開催期間：２月１６日（水）～３月２日（水）

　　　　　　上記期間の内２１日（月）、２３日

　　　　　　（水）、２７日（日）、２８日（月）は

　　　　　　休館日です

◆開催場所：佐呂間町立図書館一般閲覧室

◆入 場 料：無料

村上康成「まっている。」
絵本原画展を開催



今月の新着本

《小説・文芸書》

　同志少女よ、敵を撃て　　　逢
あいさか

坂　冬
と う ま

馬／著

　答えは風のなか　　　　　　　重
しげまつ

松　清
きよし

／著

　彼女が最後に見たものは　まさき　としか／著

《一般書》

　一万円選書　　　　　　　　　岩
い わ た

田　徹
とおる

／著

　人は聞き方が９割　　　　　永
ながまつ

松　茂
しげひさ

久／著

　教えて、北海道のがん　　　高
たかはし

橋　將
ま さ と

人／著

《児童・青少年向け》

　北条義時　　　　　　　　加
か く

来　耕
こうぞう

三／監修

　キリン解剖記　　　　　　　郡
ぐ ん じ

司　芽
め ぐ

久／著

　馬と明日へ　　　　　　　　杉
すぎもと

本　りえ／著

《えほん》

　眼鏡会議　　　　　　　　　菊
き く の

野　葉
よ う こ

子／作

　アブナイこうえん　　　　　　山
やまもと

本　孝
たかし

／作

　おばあさんとトラ　　　　ヤン・ユッテ／作

「バレンタインデーや贈り物を
するときに役立つ本」特集！

「イチバン親切なラッピングの教科書」　

　　　　　　　　　　　　　宮
み や た

田　真
ま ゆ み

由美／著

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

２月　１日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

１５日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

２月　８日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

２２日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

２月　９日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

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

２月　２日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

１６日

木

曜

日

２月１０日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２４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

２月　３日
若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１７日

あおぞら号巡回日程表

　たくさん作れる友チョコから、クッキー＆焼

き菓子、市販のお菓子をかわいくデコレーショ

ンする方法など、全６５品のチョコ菓子レシピ

をラッピングのアイデアとともに紹介。簡単な

ものから本格的なものまで、この１冊で作れま

す。

　お花やお菓子、食器など、どんなものでもセ

ンスよく包めます。ラッピングの基本から、最

新アレンジテクニック、贈答のマナーまで、豊

富な手順写真でわかりやすく解説されているの

で、初心者の方でも簡単にラッピング技術が身

につきます。

「とびっきりかわいい　チョコお菓子」　　　　

　　　　　　　　　　　　　ブティック社／編

※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。



　トレーニング効果を出すためには適切な「強

度」「頻度」「時間」を考慮しながら、正しい方

法で実施することが重要です。

　本講座でトレーニングに関する正しい知識と

技術を身に付け、効率良く理想の体を手に入れ

ませんか。

◆日　　時：２月２日～３月９日の毎週水曜日

　　　　　　１８時３０分～１９時２０分

　　　　　　※２月２３日（水）はスノーシュー

　　　　　　　体験プログラム開催のためミニ

　　　　　　　講座はお休みです。

◆対　　象：成人男女

◆定　　員：【２月】各回１０名

　　　　　　【３月】各回５名

　　　　　　定員になり次第締め切り

◆料　　金：１日当たり１００円（施設使用料）

◆申　　込：事前にスターへお申し込みくださ

　　　　　　い。（定員に空きがある場合は当

　　　　　　日参加可）

◆指 導 員：スター職員

◆内　　容

　【2 月： 筋力トレーニング編】

　　２日　効果的に減量するためのトレーニング

　　　　　＜上半身編＞

　　９日   効果的に減量するためのトレーニング

　　　　　＜下半身編＞

　１６日　体の動きを安定させる体幹トレーニング

　

　【3 月： 有酸素運動編】

　　２日　生活習慣病を予防する有酸素運動

　　　　　＜低強度＞

　　９日　心肺機能を向上させる有酸素運動　

　　　　　＜低～中強度＞

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　１００年広場を活用した「健康スノーシュー」

のコースを期間限定で開設します。冬期間の運

動不足解消にぜひお役立てください。

◆期　　間：２月２５日（金）～３月３１日（木）

　　　　　　※積雪状況等により変更有

◆時　　間：日の出～日没まで

◆会　　場：１００年広場パークゴルフ場およ

　　　　　　び多目的広場（コース詳細は館内

　　　　　　掲示の案内図をご確認ください）

◆利用対象：高校生以上

　　　　　　（中学生以下は保護者同伴）

◆料　　金：無料

◆利用申込：利用時に利用簿へ必要事項を記入。

　　　　　　（スター正面玄関ポスト内に配置）

◆用　　具

　スターにてスノーシューの貸し出しを行いま

　す。ご希望の方はお申し出の上、スターの開

　館時間内に借用、返却ください。

◆留意事項

　・指定コース外の立入は禁止です。

　・コース内は全て禁煙です。

　・利用中に危険箇所等を発見した場合は管理

　　者へご報告ください。

　・自己過失による利用中の事故やけが等につ

　　いて、管理者は一切責任を負いません。

◆そ の 他

　ご利用１回につき、ゲンキマイレージ３ポイ

　ント進呈（スター受付にて配布）

　※スター開館時間内の利用のみ進呈

冬の百年広場で元気に百年
過ごせる体をつくりませんか

ミニ講座で理想の体を
手に入れよう！

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　２月　３日（木）　１０日（木）　１２日（土）

　　　１７日（木）　２４日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　２月　７日（月）　１２日（土）　１４日（月）

　　　２１日（月）　２４日（木）　２８日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　２月　７日（月）　１１日（金）　１４日（月）

　　　２１日（月）　２３日（水）　２７日（日）

　　　２８日（月）

２月の各施設の休館日
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