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第３回 安保 真（あんぼ まこと） 
「サロマ～ふるさと展」開催！ 

期 間：１０月６日(火)～１２日(月) 

時 間：午前９時～午後７時 

※最終日は午後４時まで 

場 所：町民センター 身障者室（１階） 

お問合せ：社会教育課（２－１２９５） 

佐呂間町出身の現代墨絵アート作家で

ある安保真氏の作品展を開催します。来

場者のほとんどの方から「心が癒され

る」という感想が聞かれる作品展です。

これまで見逃して

いる方は、是非こ

の機会に「現代の

墨絵（滲み画）」を

ご覧下さい。 

佐呂間高校開放講座（第１弾） 

「高齢者と高校生の 
パソコン教室」参加者募集！ 

高齢者の皆さん、パソコンを試して

みませんか？ 

やってみたいとは思っていたけど

という貴方、是非この

機会に体験してみま

しょう。高校生が親切

に教えてくれますの

で、安心して参加して

いただけます。 
 
日 程：１０月２０日（火）、２２日（木） 

２７日（火）、２９日（木）、 

１１月４日（水）、５日（木） 
   全６回（週２回） 

時 間：午後３時３０分～５時まで 
会 場：佐呂間高等学校 パソコン教室 

（※３階にありますので階段を 

上がります） 
対 象：６０歳以上のパソコン初心者 

 ８名程度 
内 容：パソコン入力方法、メールのやり 

取り、年賀状の作成等 
指 導：佐呂間高等学校 市川順一教諭、 

アシスタント高校生 
申込み：１０月２日（金）までに、社会教育

課（２－１２９５）までお電話くだ

さい。 
    
※例年夜間実施している「高校開放講座」

については、来月号で募集する予定です。 

安保真さんの「墨絵教室」 

参加者募集！ 

作品展開催期間中に安保真さんの指導

による墨絵教室を開催します。上手下手

は無く墨を使って楽

しんでいただくのが

目的です。秋の夜長

に墨絵の世界を味

わってみませんか。 
 
日 時：１０月８日(木) 午後７時～９時    

場 所：町民センター  

定 員：２０名 

参加料：無料 

その他：詳しくは新聞折込チラシでお知ら

せします。 
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森林教室「森へ行こう」参加者募集！  
森で遊んでみませんか？ 

 森へ行って、森とふれあい、

森で遊んでみませんか？ 
日 時：１０月１日（木） 

     午前９時～午後１時 

場 所：幌岩山自然休養林 

 （集合 解散は佐呂間小学校駐車場） 

内 容：植樹、ネイチャーゲーム、など 

対 象：小中学生と保護者（小学３年生以

下は原則として責任のもてる大人と

一緒に参加して下さい。４年生以上

は子どもだけでの参加もOKです） 

※高校生以上のボランティアスタッフ

も募集します 

参加費：無料 

持ち物：おにぎり、水筒、軍手（雨天の場

合）雨具、長靴（その日降っていな

くても前日まで雨なら長靴がよい） 

申 込：９月２４日（木）までにお電話で

申込みください。 

その他：遠方の方は送迎もできます。 

主 催：佐呂間町家庭教育推進会議 

協 力：佐呂間森林事務所ほか 

申込 問合せ先：社会教育課（２－１２９５） 「生涯学習サポーターガイド」 

情報提供にご協力を！！ 

Ā生涯学習サポーターガイド」とは、ス

ポーツ 芸術文化 福祉など町内の様々

な分野の団体や、特技の持ち主を一覧

表にまとめたもので、町民

のみなさんや学校での学び

の際に役立てていただくも

のです。 

 前回の作成から数年が経

過したため、新たな情報を

集め改訂版を発行することになりまし

たので、「皆さん自身」や「地域にこ

んな方がいます」という情報をぜひお

寄せ下さい。 

ご連絡・お問い合わせは、社会教育課

（Tel２―１２９５、Fax２－１１３１）

までお願いします。 

大人から子供まで、お客様参加型のコン

サート。とにかく楽

しく元気の出る公演

です。ぜひ、ご家族お

誘いあわせの上、ご

来場願います。 
 
と き：１０月１０日（土）開演 午後２時 

（開場 午後１時３０分） 
 
ところ：町民センター集会室 
 
チケット料金 

前売券  一人券 １,０００円   

    ペアー券 １,５００円 

    小中高校生   無 料 

   ※当日券は３００円増し 
 

主 催：夢創（佐呂間町芸術文化事業企画委員会） 
 
お問合せ 夢創事務局 ６－２３５０ 

     社会教育課 ２－１２９５ 

新芸能集団「乱拍子」 

太鼓叩いて遊ぼうコンサート！ 

しゃべろ場 ｉｎ ＴＯＭ 
で語り合いませんか？ 

高校生と大人が「人と人とのかかわりあ

い（愛）」について、本音で熱く語り合う

「しゃべろ場」が開催さ

れます。昨年の遠軽町で

の開催に引き続き今年は

上湧別町での開催です。

是非ご参加ください。 
日 時：９月１３日（日）午後１時～５時 

場 所：上湧別町文化センターＴＯＭ 

テーマ：人と人とのかかわり愛～人はどう

して他人と関わるのだろう～ 

対 象：高校生（佐呂間高校、遠軽高校、 

湧別高校）、一般参加者（大人） 

主 催：しゃべろ場inＴＯＭ 実行委員会

お問合せ：社会教育課（２－１２９５） 
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スター休館日のお知らせ！ 
 
◎９月の休館日 
 
   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２２日(火) ２３日(水) ２４日(木) 

  ２８日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

 
お申込み・お問合せは 佐呂間町 
武道館・温水プール「Ｓｔａｒ」 
２－２２６１まで 

「パーソナル指導」好評実施中！ 

スターでは個人指導で確実に効果を出

したい方に好評の「パーソナル指導」を

プール及びトレーニングルームにて実

施中です。体重を減らしたい、体力をつ

けたい、水中ウォーキングやクロールを

マスターしたいなど、

皆様のご希望に合わせ

た内容で個別に指導い

たします。実施日や時

間など詳細につきまし

てはお問合せ下さい。

好評につきご予約はお早めに！ 

今年も皆さんに大好評の「スターまつ

り」を開催します。プールや武道館な

どで楽しい催しものを企画していま

す。みなさんお誘い合わ

せの上、ご家族揃ってご

来場ください。お待ちし

ております。 
 

日 時：１０月１２日(月) 午前９時～ 

場 所：武道館･温水プール「Ｓｔａｒ」 

内 容：水中ゲーム、おまつり広場、スポ 

    ーツ表彰など楽しい催し物を予定 

    しています。詳細については、町 

    内各施設にポスターを掲示してお 

    知らせします。 

主 催：佐呂間町教育委員会 

企画・運営：佐呂間町体育指導委員 

｢第１３回スターまつり｣ 

を開催します！ 

７月２８日から８月１日にかけて「夏休

み短期水泳教室」が開催されました。Ａ

コースとＢコース合わせて７１名の子

供たちが参加し、それぞれの目標に向

かって５日間一生懸命泳ぎました。最終

日の進級テストでは多くの子供たちが

合格を果たし、惜しくも合格を逃がした

子も確実に上達していました。参加者全

員、夏休み前の自分から大きく一歩前進

したようです。 

５日間の水泳教室で上手に 

泳げるようになりました！ 

Ａコースに参加した皆さん 

Ｂコースに参加した皆さん 

プール開館時間の変更について！ 

９月からの平日のプールの開
館時間が下記のとおり変更と
なりますのでご了承願います。 
 
 開館時間 
   午後１時～午後９時（火～金曜日） 
※土日は引き続き午前１０時～午後５
時の開館です。 
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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。  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

舶来屋           幸田
こ う だ

 真音
ま い ん

／著 
太陽を曳く馬（上 下）    高村

たか む ら

 薫
かおる

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆  
ダルビッシュ有の変化球バイブル 

           ダルビッシュ 有
ゆう

／監修 
ヒーローの声         古谷

ふ る や

 徹
とおる

／著 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎９月の休館日 
 
   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２２日(火) ２３日(水) ２８日(月) 

  ３０日(水)   
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

図書館まつりのお知らせ！ 

人形劇やゲームなど、楽しいことがいっ

ぱいの一日です。 

友だちや家族の方と

いっしょに遊びに来て

ください！！ 
 
日 時 ９月２７日（日） 

         午前１０時～午後５時 

場 所 図書館 児童館 

内 容 ・古本市（１冊１０円～）     

        １０：００～１７：００ 

    ・図書館スタンプラリー 

     １０：００～１１：３０ 

    ・図書館かるた（本を題材にした 

かるた遊び）  

     １０：００～１１：３０ 

    ・おはなし広場（人形劇公演と 

絵本の読み聞かせ） 

    １３：３０～１４：３０ 

    ・工作教室（ブーメラン）     

    １０：００～１２：００  

    ・館内展示（北海道ゆかりの 

著名人の作品展示） 

        １０：００～１７：００ 

その他 当日、お手伝いをしていただけ    

るボランティア（高校生以上）を

募集いたします。詳しくは、図書

館のカウンターまたは、電話（２

－２２１５）でご確認願います。 

 
◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 

プロゴルファー石川遼    井上
いの う え

 兼行
とも ゆ き

／文 

ぼくはおじさん       山下
やました

 奈美
な み

／作 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
いとしの犬ハチ   いもと ようこ／作 絵 
うちのおかあさん      谷口

たに ぐ ち

 國博
くに ひ ろ

／文 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 9月1Ă15Ă29日 佐呂間小学校 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 

 9月 8日  佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

 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 

 9月 2日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

 9月 9日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

水曜日 浜佐呂間小学校 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 １５：１５～１５：３０ 

 9月10Ă24日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日 （※9/10は運休)  

 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 夢ふうせん １３：１０～１３：３０ 

 浪速 上伊沢宅前 １３：５０～１４：０５ 

 浪速 阿部宅前 １４：１０～１４：２５ 

 9月 3日 若佐小学校 １３：００～１３：１５ 

木曜日   

 9月17日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日   

 9月11日 若佐小学校 １３：００～１３：１５ 

 金曜日   

 9月25日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

金曜日   


