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　佐呂間町生まれの現代墨絵作家安保真さんの

作品展を開催します。「ふくろう」や「猫」などを

モチーフにした作品は、滲み画と呼ばれる墨を

滲ませて描く独自の技法で描かれ、国内外から

高い評価を受けています。

　今回のふるさと展の開

催に合わせ、安保真さん

本人が来場し、滲み画を

体験できる「滲み画教室」

も開催します。ぜひ、ご

参加ください。

【佐呂間ふるさと展】

◆期　　間：１０月１日（土）～２３日（日）

◆時　　間：１０時～１８時１５分

◆場　　所：図書館

　※図書館休館日はお休みになります。

【滲み画教室】

◆日　　時：１０月５日（水）１８時３０分～

　　　　　　（２時間程度）

◆対　　象：小・中・高校生、一般成人

　※小学生は４年生以上とし保護者同伴としま

　　す。中・高校生は保護者の同意が必要です。

◆定　　員：１０名（定員超過の場合は抽選）

◆申込方法：電話（２－１２９５）

　または右記ＱＲコードからお申

　し込みください。

◆申込締切：９月２８日（水）

【安保真さん来場日】１０月５日（水）、６日（木）

　小学生を対象に、身体を動かしながら楽しめ

る４つのプログラムを用意しています。すべて

のチャレンジに参加すると景品とゲンキマイ

レージがもらえます。ぜひ、ご参加ください。

◆日　　時：１０月１０日（月）　１０時～１２時

◆場　　所：スター（武道館）

◆参 加 料：無料

◆定　　員：４０名（定員超過の場合は抽選）

◆申 込 先：社会教育課（TEL ２－１２９５）

◆申込締切：９月２１日（水）

　スポーツ推進員企画事業「第２回さろま健康

ウォーキング」を開催します。第 2 回は、佐呂

間別川沿い堤防（佐呂間市街地）を歩きます。効

果的なウォーキング方法のレッスンも実施しま

す。友人やご家族とぜひ、ご参加ください。

◆日　　時：１０月１０日（月）

　　　　　　１３時３０分～１５時３０分

◆内　　容：ウォーキングレッスン

　　　　　　ウォーキング　約２．５㎞

◆コ ー ス：佐呂間別川沿い堤防

◆参 加 料：無料

◆定　　員：３０名（定員超過の場合は抽選）

◆申 込 先：社会教育課（TEL ２－１２９５）

◆申込締切：９月 21 日（水）

安保真「佐呂間ふるさと展」
「滲み画教室」開催のお知らせ

スポーツチャレンジ DAY で
身体を動かそう！！

第２回さろま健康ウォーキング
開催のお知らせ



図書館：TEL2-2215 ／ FAX2-2632

WebOPAC（所蔵検索URL）

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

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

　７月２６日から８月１６日までの夏休み期間

中、「夏休みは図書館へおいでよ！」として、と

しょかんクイズと工作教室を開催し、合わせて

８６名の子どもたちにご参加いただきました。

久しぶりの工作教室では段ボールでマジックハ

ンドを作って遊び、クイズには幼児から中学生

まで幅広い年代の子どもたちがチャレンジして

くれました。たくさんのご参加ありがとうござ

いました。　３年ぶりに図書館まつりを開催します。友だ

ちや家族の方といっしょに遊びに来てくださ

い。みなさんの来館をお待ちしています。

◆日　　時：９月１１日（日）１３時～１６時

◆場　　所：図書館

◆内　　容

　・古本市　１３時～１６時

　　１人３０冊まで無料配布します。エコ    

　　バッグなどを持参してください。申込不要

　　ですが、来場多数の場合は入場制限を行い

　　ます。

　・人形劇公演　１３時３０分～１４時

　　定員は１６名です。９月６日（火）から整理

　　券を配布します。

　・図書館くじ　１３時～１６時

　　古本市参加者、人形劇を見た人、本を借り

　　た人は、くじを引けます。

◆注意事項

　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、手指の消毒にご協力をお

願いします。

　図書館では、弱視の方やお年寄り向けに、文

字の大きな本（大活字本）を置いています。過去

の名作、時代物、話題作などをたくさん取り揃

えています。

《蔵書の一部》

　鬼平犯科帳　　　　　　　池
いけなみ

波　正
しょうたろう

太郎／著

　ボニン浄土　　　　　　宇
う さ み

佐美　まこと／著

　風烈廻り与力・青柳剣一郎　小
こ す ぎ

杉　健
け ん じ

治／著

　国士　　　　　　　　　　　　楡
にれ

　周
しゅうへい

平／著

　紫匂う　　　　　　　　　　　葉
は む ろ

室　麟
りん

／著

大きな文字の本はいかがですか

図書館まつりのお知らせ

としょかんクイズと工作教室を
開催しました



今月の新着本

《小説・文芸書》

　紅だ！　　　　　　　　　　桜
さくらば

庭　一
か ず き

樹／著

　作家刑事毒島の嘲笑　　　　中
なかやま

山　七
し ち り

里／著

　こいごころ　　　　　　　　　畠
はたけなか

中　恵
めぐみ

／著

《一般書》

　老いの品格　　　　　　　　和
わ だ

田　秀
ひ で き

樹／著

　新時代沖縄の挑戦　　　　玉
た ま き

城　デニー／著

　終止符のない人生　　　　　反
そ り た

田　恭
きょうへい

平／著

《児童・青少年向け》

　鳥は恐竜だった　　　鈴
す ず き

木　まもる／作・絵

　こども気象学　　　　　　　隈
くま

　健
けんいち

一／監修

　妖怪コンビニ　　　　　　令
れいじょう

丈　ヒロ子／作

《えほん》

　こうもり　　　　　　　アヤ井
い

　アキコ／作

　すけすけのりもの　なかしま　じゅんこ／作

　トイレトイレ　　　　　　　西
にしむら

村　敏
と し お

雄／作

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

9 月１３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

２７日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

9 月　６日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

９月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２１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

９月１４日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２８日

木

曜

日

９月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２２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

９月１５日
若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２９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。

※９月２０日（火）は、９月１９日（月）敬老の日

　の振替休館日となります。

　故郷から遠く離れたニューヨークで憧れの職

についた美
み さ お

青は、ピカソの画集に夢中になる弱

視の少女と出会うが…。人生の岐路に立つ人々

が世界各地の美術館で出会う、運命を変える一

枚の絵画とは。アート小説の第一人者が描く、

短編集。

《小説》

『常設展示室』　　　　　　　　原
は ら だ

田　マハ／著

　モダンアートや現代アートが難解なのはなぜ

か？アートの変化を起こしたのはどんな人たち

だったのか？アート界に衝撃を与えた５０の

アート作品をクローズアップして紹介し、制作

の背景や時代に投げかけた影響を丁寧に解説。

《美術》

『世界をゆるがしたアート』

　　　　　　　　　　　スージー・ホッジ／著

図書館からのおすすめ
～読書の秋・芸術がテーマ～



　７月２０日（水）から８月９日（火）にかけて、

令和５年度に小学１年生となる子どもたちを対

象に元気アップスイミング「ちびっこコース」を

開催しました。

　２クラス合計１８名の生徒たちはプール利用

時のルールやマナーを学ぶとともに、水慣れや

浮き身など初歩の水泳を３日間の日程で学びま

した。

　初日は顔を水につけることができなかった生

徒も最終日にはしっかりと水に潜ることができ

るようになり、練習の成果が見て取れました。

　エネルギーの通りを改善し、巡りの良い身体

をつくりませんか。ヨガ初心者の方もどうぞお

気軽にご参加ください。女性限定です。

◆日　　程：１０月８日（土）、１５日（土）、

　　　　　　２２日（土）　　※全３回

◆時　　間：１０時３０分～１１時３０分

◆場　　所：スター（武道館）

◆対　　象：成人女性（ヨガ初心者）

◆定　　員：２０名（定員超過の場合抽選）

◆講　　師：lymph&yoga salon kiran

　　　　　　南出　可奈子　インストラクター

◆申込方法：

　スターへ電話（２－２２６１）

または右記ＱＲコードにてお申

込みください。

◆申込締切：９月２５日（日）

　８月３１日（水）をもってプールの夏期営業期

間が終了します。９月１日（木）からプール開館

時間が下記のとおり変更となります。

　○火～金　１３時～２１時

　○土・日　１０時～１７時

　なお、今年度の温水プールの営業は１０月

３０日（日）までです。引き続きどうぞご利用く

ださい。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL2-2261 ／ FAX2-1461

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　　１日（木）　　８日（木）　１５日（木）

　２０日（火）　２２日（木）　２４日（土）

　２９日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　２０日（火）　２４日（土）　２６日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　   ５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　２０日（火）　２３日（金）　２６日（月）

　３０日（金）

初心者でも楽しめる
～身体整う秋の経絡ヨガ教室～

温水プール
開館時間の変更について

元気アップスイミング
「ちびっこコース」が終了しました
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