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　１月２２日（土）と２９日（土）に４月から小学

校に入学する子ども達を対象とした「ちびっこ

スキー教室」を開催しました。

　今年度は２回のみの開催でしたが、参加した

全員がリフトに乗れるほどぐんぐんと上達し、

最初は怖がっていた子も、最後にはスキーを思

いっきり楽しんでいました。

　町内の小中学生が受検した「日本漢字能力検

定」および「実用英語技能検定」の検定料および

検定料の振込手数料を助成しています。

　令和３年４月～令和４年３月までの間に受検

し、検定料を支払った方の申請期限は今月末ま

でとなっています。

　まだ申請されていない方は、検定試験を受検

したことを証明する書類（合否の決定通知書等）

と、検定料および振込手数料の額がわかる書類

を添付し、教育委員会管理課（TEL2-1294）

へ申請してください。

検定料の助成申請は今月中に！

　令和４年度（令和４年４月～令和５年３月）に

開催を予定している佐呂間町芸術文化支援事業

の対象事業を募集しています。

　佐呂間町芸術文化支援事業は、町内における

芸術文化公演等の鑑賞機会の充実を図り、また、

町民による自主的な芸術文化活動の活性化を図

ることを目的としています。

　令和３年度は「山木康世　佐呂間町コンサー

ト」が対象事業となっています。

　音楽や演劇、文化講演なども対象となります

ので、皆さんの応募をお待ちしております。

　実施を検討している方は、まずは社会教育課

（TEL2-1295）へご相談ください。

コンサート等開催の際には
文化芸術支援事業をご活用ください

「ちびっこスキー教室」で
ぐんぐんと上達！

【支援内容】

　・最大１５０万円を補助

　　※原則入場料を徴収するものとし、対

　　　象経費から入場料を差し引く

　・公共施設使用料免除

　・公共施設でのチケット取扱い

　・町民センター先行予約　 

　・名義後援

【対象事業】

　下記の条件を満たし選考委員会が認めた

　もの

　・芸術、文化等の公演（講演）

　・町内の団体、実行委員会等が主催

　・広く町民を対象とする



今月の新着本

《小説・文芸書》

　ボタニカ　　　　　　　　朝
あ さ い

井　まかて／著

　探花　隠蔽捜査９　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

　おネコさま御一行　　　　　群
むれ

　ようこ／著

《一般書》

　津田梅子　　　　　　　　　　古
ふるかわ

川　安
やす

／著

　肌トラブル大全　　　　　　小
こばやし

林　智
と も こ

子／著

　ディズニーキャストざわざわ日記　笠
かさはら

原　一
いちろう

郎／著

《児童・青少年向け》

　むかしむかし　１　　　　内
う ち だ

田　麟
り ん た ろ う

太郎／文

　たんじょうびはジェットコースター

　　　　　　　　　　　　こすぎ　さなえ／作

　ようかい村のようかいばあちゃん　最
も が み

上　一
いっぺい

平／作

《えほん》

　５たろうとおにがしま　さわだ　ひさな／作

　クロべぇ　　　　　　　ふくだ　いわお／作

　北風の郵便屋さん　　　　　　吉
よしおか

岡　勝
まさる

／作

図書館：TEL2-2215 ／ FAX2-2632

WebOPAC（所蔵検索URL）

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

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

　図書館では、ベストセラーや話題の本、入手

が難しい郷土資料などについて、皆さまからの

寄贈を受け付けています。読み終わった本など

で不要なものがありましたら、図書館にお持ち

ください。

　なお、寄贈本の取扱いにつきましては、図書

館に一任させていただきます。汚れや破損の著

しい本、古い事典等については図書館の蔵書と

して受け入れできない場合がありますので、ご

了承願います。

寄贈本を随時受付しています

　春休み期間中、図書館職員が選んだおすすめ

の本３冊と、ちょっとしたおまけを１セットに

した、読書パックを貸出します。年齢や様々な

テーマごとに中身がわからないように袋に入っ

ていますので、好きなテーマのものをカウン

ターにお持ちください。どんな本が入っている

かは借りてからのお楽しみ！春休みはおうちで

読書を楽しんでくださいね。

◆期　　間：３月２５日（金）～４月３日（日）

◆対　　象：幼児～小学生

　　　　　　小学生未満は保護者同伴

◆参 加 料：無料

◆そ の 他：１人１日１セットまで、何回でも

　　　　　　借りることができます。

　　　　　　※テーマの一例

　　　　　　　【のりもの】

　　　　　　　【どうぶつ】

　　　　　　　【なぞなぞ】

　　　　　　　など

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

３月　１日 佐呂間小学校（１・１５日のみ） 10：10 ～ 10：30

１５日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

２９日 西中央公民館 13：50 ～ 14：10

３月　８日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

３月　９日 佐呂間小学校（９日のみ） 10：10 ～ 10：30

２３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（９日のみ） 15：20 ～ 15：35

３月　２日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

１６日

木

曜

日

３月１０日 若佐小学校（１０日のみ） 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（１０日のみ） 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

３月　３日
若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１７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。

春休みは家
うちどく

読！
おまけつき読書パック

　　　　　　　【のりもの】

　　　　　　　【どうぶつ】

　　　　　　　【なぞなぞ】



「北欧女子オーサが見つけた日本の不思議」

オーサ・イェークストロム／著

日本の魅力、不思議を再発見～外国に住んで分かった日本の姿、
外国人から見た日本の姿をユーモアたっぷりに描いた本をご紹介～

　２０年以上をヨーロッパで過ごす著者が、

ヨーロッパ人から見聞きした日本旅行の体験

や、思い出をまとめ、彼らの目を通して日本を

再発見する。欧州一長身のオランダ人がカプセ

ルホテルを体験、温泉大国のハンガリー人が銭

湯へなど、エピソード満載。

　日本のアニメと漫画に感動し、北欧から来日

して３年目。コンビニおにぎりが便利すぎる、

血液型で性格が決められてしまうのはなぜ？な

ど、スウェーデン人漫画家が描く、日本への愛

にあふれた驚き＆爆笑のコミックエッセイ。

「不思議の国のジャパニーズ」

　　　　　　　　　片
か た の

野　優
まさる

・須
す が い

貝　典
の り こ

子／著

  ラトビア人のアルトゥルは、２２歳にして初

めて日本を旅行することに。生まれて初めて食

べる生卵や納豆にドキドキし、各地で出会う

人々との交流に感動！アルトゥル目線で発見し

た日本文化の不思議と魅力が描かれ、ほっこり

笑えるコミックエッセイ。

「アルトゥルと行く！不思議の国・ジャパン」

アルトゥル／著・ぺぷり／漫画

　イタリア、中東、ポルトガル、シカゴと、異

国暮らし歴１０数年の著者が、愛すべきニッポ

ンのおかしな姿を、真面目に綴った現代版見聞

録。日本の結婚式と海外の結婚式の違いや、感

情の表し方の違いなど、イラストと漫画も交え

てわかりやすく描かれています。

「望遠ニッポン見聞録」

　　　　　　　　　　　　　ヤマザキマリ／著



　１月から３月にかけて実施中の「トレーニン

グミニ講座」において１月１９日（水）と２６日

（水）、山崎亜弥インストラクターを講師に招き、

骨盤底筋群の活性化を目的とした「ひめトレ」の

レッスンが開催されました。

　レッスンでは骨盤底筋群の役割や構造につい

ての説明後、専用のポール等を使用した実技が

行われました。レッスン後、参加者から「姿勢

が良くなった」「動きやすくなった」などの声が

聞かれ、体操の効果が実感できていた様子です。

　トレーニングミニ講座は３月９日（水）まで実

施中です。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL2-2261 ／ FAX2-1461

　２月１日（火）と３日（木）の両日、地域包括支

援センターとの連携事業として「介護予防事業」

が開催されました。

　本事業は町民の健康寿命延伸を目指し、高齢

者向けの健康運動教室「らくらく健康体操」の参

加者を対象に令和元年度から実施しています。

　今年度はタッチパネルを用いた「脳年齢測定」

と指センサーによる「血管年齢測定」を行いまし

た。測定後、参加者は地域包括支援センター職

員から測定結果の説明と今後の生活におけるア

ドバイスを受け、日頃の運動や介護予防の重要

性を改めて感じていました。

介護予防の重要性を
改めて感じました

「姿勢」と「動き」の
改善が実感できました！

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　３月　３日（木）　１０日（木）　１７日（木）

　　　２２日（火）　２４日（木）　３１日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　３月　７日（月）　１４日（月）　２１日（月）

　　　２２日（火）　２８日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　３月　７日（月）　１４日（月）　２１日（月）

　　　２２日（火）　２８日（月）　３１日（木）

３月の各施設の休館日

骨盤底筋群って、意外と大事
なんだね

簡単な体操で、

こんなに動きや

すくなるんだ
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