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佐呂間高校開放講座終了 

先生方の指導に感謝！ 

 佐呂間高校開放講座が１１月１８

日から５週間にわたって開かれま 

した。 

 今年度は５講座

が行われ、国語

（古典）・英語・

図画（水彩画）・

音楽（トーンチャイム演奏）・パソ

コン（動画編集）とジャンルも受 

講者の年齢も様々な中、佐呂間高校

成人式記念事業開催！ 

「マジック＆ジャグリング 

ショー」開催 

 新成人の新たな門出を祝し、成人

式終了後、記念事業の開催を予定し

ています。 

 今回は、太田ひろし

さんとかっし－さんに

よるマジック＆ジャグ

リングショーを開催し

ます。 

 ユーモアたっぷりのパフォ－マン

スで会場を盛り上げてくれます。 

 一般公開しますので、新成人でな

い方も、ぜひ足をお運びください。 
 

日 時：１月１１日（日） 

           午後２時３０分～ 

場 所：町民センター 

２００９ 

中学生・高校生 

パーマに行ってきました！ 

 平成２０年度佐呂間中・高校生姉

妹校派遣事業により、中学生４名（野

崎舞さん、馬場早希さん、岸本美咲さ

ん、安藤郁美さん）と高校生２名（海

辺菜央さん、茂泉千裕さん）が１０月

２３日～１１月６日、姉妹都市であ

るアラスカ州パーマ市を訪問し無事

帰ってきました。 
 今回は初めて中学生と高校生が一

緒に訪問し、滞在中はそれぞれが

ホームスティしながら姉妹校であ

る、コロニー中学校とパーマ高校を

訪れ、地元の学生と楽しく交流を深

めてきました。 
 滞在中は、とても寒くパーマ市の大

自然の厳しさを体験してきました。 

 また、幸運にもオーロラを見ること

ができ、貴重な経験ができました！ 
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申込み：１月２３日（金）までにサッカー 

    協会事務局までお申し込み下さい 

    （申込書は町ホームページをご覧

になるか協会事務局に問い合わ

せください） 

冬の寒さを吹き飛ばせ！ 
～2009サロマフットサル交流大会・ 
サロマキッズサッカーフェスティバル開催～ 

町民講座「からだ工房」終了 

気持ちよく体を動かしました！ 

 少人数でも楽しめるフットサル！

キッズフェスティバルも

併せて開催されます。 
 

＜フットサル交流大会＞ 

日 時：２月８日（日） 

場 所：佐呂間町体育館 

種 目：フットサル（５人制ミニサッカー） 

対 象：町内の小・中・高校生、一般 

参加料：一人５００円（当日集めます） 

の教師陣の熱心な授業が展開されま 

した。５週にわたっての講座は、

あっという間で、もっと続けたい、

来年も受講したいという声が多く聞

かれました。受講した３０名は、和

気あいあいな雰囲気で有意義な時間

を過ごし、みんな佐呂間高校の生徒

になった気分で、指導してくださっ

た先生方に感謝していました。  

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 

「ランナーズ賞」を受賞！ 

～愛のエイドステーションは 

今年で開業２２周年～ 

 １２月１日に東京都で（株）ランナー

ズ主催の「第２１回ランナーズ賞授賞

式」が行われ、浜佐呂間の斉藤登久代さ

んが、「ランナーズ賞」を受賞しました。 

 斉藤さんは、第２

回大会から「私設の

ＡＳ（給水場）」を開

き、２２年もの長年

にわたりＡＳを運営

しながらランナーを

励ましてきました。  

 今では、ランナーにとってレース終盤

に向けて鋭気を養う、なくてはならない

場所になっています。 

 ランナーから「お母さん」として慕わ

れている斉藤さんは、来年以降も「体の

続く限り、ランナーをサポートしていき

たい」と話してくれました。 

 手軽に楽しめる運動体験を通じて

健康づくりに役立ててもらうため、

町民講座「からだ工房」が開催され

ました。 

 ２ヶ月に渡り行われた「エアロビ

クス教室」「ピラティス教室」に

は、延べ１８０

名が参加し、イ

ンストラクター

指導のもと気持

ちよく体を動か

しました。  

 これからの時期は、なにかと運動

不足になりがちですが、健康のため

少しでも体を動かすことに心がけて

みませんか。 
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～ひとりひとりに合わせた、 
あなただけのトレーニング～ 

 
ひとりで効果的にトレーニングを
行うことはなかなか難しいものです。
あなたの希望に合わせた内容でト
レーナーがマンツー
マンで６０分間丁寧
に指導いたします。
もちろん料金は施設
使用料のみで、指導
料は無料です。 

 
内 容：初心者説明、体力測定、メニュー 
    作成、ワンポイントレッスン 
期 日：１／７（水）実施分より随時受付 
申 込：希望日時、希望内容を事前にお申 
    し出下さい。 
持ち物：シューズ、タオル、動きやすい服装 

指導担当：前 典宏（健康運動指導士・ＮＳ 
ＣＡパーソナルトレーナー） 

 
～こんな方にもおすすめ～ 
★ やせる為の効果的なトレーニングがした
い。 

★ 腰痛、肩こりを緩和させるトレーニング
がしたい。 

 「パーソナルトレーニング 
  指導」のお知らせ！ 

場  所：佐呂間町営スキー場 

対  象：級別テスト～中学生以上 

        ジュニアテスト～小学生 

そ の 他：受 講 料・検 定 種

目・受験料など詳

しくはスキー場

ロッジ内に掲示し

ます。 
 

◆当協会の事業に参加される方は、必ずス 

  ポーツ傷害保険等に加入されますようお   

  願いいたします。 

◆お問い合せ スキー協会事務局  永野 

（090-7512-1052）   

佐呂間スキー協会からの 
お知らせ！ 

 佐呂間スキー協会では各種事業を

下記のとおり開催致しま

す。町民の皆様の参加を

お待ち致しております。 
 

◇ナイタースキー教室 

日  程：１月１９、２０、２６、２７日 

    ２月２、３日     (計６回) 

        ※毎週月・火曜日 

時  間：午後６時３０分～８時３０分 

        (小学生は８時まで) 

場 所：佐呂間町営スキー場 

対  象：小学生～一般(初心者～中上級者) 

その他：受講料・申込み方法など詳しくは

スキー場ロッジ内に掲示します。 

◆ゲレンデ状況、天候等の事情により

日程が変更となる場合がございま

す。予めご了承下さい。 
 

◇ＳＡＪ（全日本スキー連盟）公認  

   級別テスト・ジュニアバッチテスト 

日  程：特別講習 ２月８日（日） 

午後１２時３０分受付 

    事前講習 ２月２１日(土) 

            午後１時受付 

    テスト  ２月２２日(日) 

            午前９時３０分受付 

＜キッズフェスティバル＞ 

日時･場所：交流大会と同じ（午前中で終了） 

種 目：ミニサッカー（キッズ特別ルール） 

対 象：平成２１年４月又は２２年４月に 

    小学校入学予定の幼児 

参加料：一人３００円（当日集めます） 

申込み：１月２３日（金）ま

でにサッカー協会事

務局又は保育所まで

お申し込み下さい。 
 
【サッカー協会事務局（阿部）】 

090-3113-7535、saromafa@yahoo.co.jp 
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※団体・個人などで、あおぞら号の停車を希望さ

れる方は、図書館までご連絡下さい。 

※団体・個人などで、あおぞら号の停車を希望さ

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 1月 6Ă20日 

 2月 3Ă17日 

佐呂間小学校 

（※1/6は運休） 
１０：１０～１０：３０ 

 火曜日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 1月27日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 2月10Ă24日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

火曜日 若佐コミセン前 １３：３５～１３：５５ 

 若佐保育所 １４：００～１４：１５ 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

 1月14Ă28日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

 2月25日 

水曜日 

※浜佐呂間小学校 

（※1/14は運休) 
１２：４０～１３：００ 

 

 浜佐呂間活性化センター前 １３：０５～１３：１５ 

 浜佐呂間汐見 類家宅前 １３：２０～１３：３５ 

 浜佐呂間 谷川宅前 １３：４０～１３：５５ 

 知来 伊東宅前 １４：１５～１４：３０ 

 知来 中原宅前 １４：３５～１４：５０ 

 
※佐呂間高校 

（※1/14は運休) 
１５：１５～１５：３０ 

 

 1月15Ă29日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 2月12Ă26日 

木曜日 

※佐呂間中学校 

（※1/15は運休) 
１２：４５～１３：０５ 

 

 夢ふうせん １３：１０～１３：３０ 

 浪速 上伊沢宅前 １３：５０～１４：０５ 

 1月22日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 2月13Ă27日 

木曜日 
  

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

・あなたの獣         井上
い の う え

 荒野
あ れ の

／著 
・オリンピックの身代金    奥田

お く だ

 英朗
ひ で お

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 
・魔法のどうぶつえん 旭山動物園写真集 

              岩合
いわ ご う

 光昭
みつ あ き

／写真 
・ゼロの勇気         森田

も り た

 健作
け ん さ く

／著  
◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 

 
・謎解きファイルズ 少女ルパンＶＳ少年ホームズ  

               森田
も り た

 彩莉
み ど り

／作 
・ロンド国物語（１・２）   エミリー・ロッダ／作 

 
◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 

 
・かいわれざむらいとだいこんひめ 

               川北
か わ き た

 亮二
り ょ う じ

／作 

・チョコだるま       真珠
しん じ ゅ

 まりこ／作 

図書館移動映画上映会 

のお知らせ！ 

 冬休み恒例の移動映画上映会を今

年も開催します。「手塚治虫アニメ

ワールド」から面白い作品

を２本ご用意しました。 

 親子揃っての来場をお

待ちしております。 
 
上映作品 
 
  ①緑の猫（２４分） 

  ②雨ふり小僧（２４分） 
 
＜浜佐呂間地区＞ 

 日時：１月１０日（土) １０時 

 場所：浜佐呂間活性化センター 会議室 
 
＜若佐地区＞ 

 日時：１月１１日（日) １２時３０分 

 場所：若佐コミュニティセンター 集会室 

★ 初めてトレーニングをするので、基本的
なやり方を知りたい。 

★ 自宅でもできるトレーニングメニューを
作成してほしい。など  

 
※日程・時間によりお受けできな
い場合がございます。 

※当日の受付も可能ですが、メ
ニュー作成は２日前までにお申
込み下さい。 

◎年末年始の休業日 
  １２月３０日から１月６日まで 

◎１月の休館日 
  １２日(月) １３日(火) １９日(月) 

  ２６日(月) 

◎２月の休館日 
   ２日(月)  ９日(月) １２日(木) 

  １６日(月) ２３日(月)  

休館日のお知らせ！ 


