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「ミュージック 

 フェスティバル」開催！ 

 今年で２０回目を迎える「ミュー

ジック フェスティバル」が町民セン

ターで開催されます。 

 今年は、町内の各学校・音楽サーク

ル等７団体が日頃の練習成果を一生懸

命発表します。合唱、ゴスペル、吹奏

楽と様々な音楽が

集う発表会ですの

で、皆さんお誘い

合わせの上、ご来

場ください。 

日 時：１１月２８日（土） 

クラス① １０：００～１３：３０ 

 （定員７名） 

クラス② １４：００～１７：３０  

      （定員８名） 

場 所：町民センター 
 
講 師：稲沢越子さん 

（北見市 いなほ硝子工房） 
 
対 象：高校生以上一般 １５名 

※ 定員が少ないため、昨年度参加

した方はご遠慮願います。 
 
内 容：とんぼ玉を一人２個製作します。 
 
参加料：材料代 １,０００円 

（アクセサリー等を作る場合は

別途必要となりますので準備

願います） 

町民講座夢工房 

「とんぼ玉づくり」参加者募集！ 

昨年大好評で要望の多かった「とんぼ玉

づくり」を今年も開催することに致しま

した。 

 ガスを使用したり、講師が目の行き届

く人数に限りがあるため少人数の定員

となりますが、興味のある方は是非参加

して、世界に一つしかない自分の手作り

のガラス玉を作っ

てみませんか。 
 作った作品は、

ペンダントなどの

アクセサリーに仕

上げ持ち帰ること

が出来ます。 

持ち物：エプロン、サングラス、服装は 

木綿の長袖 長ズボン（ガスバー

ナーを使用しますので、露出が少

なく、化繊でないもの） 
 
申込み：１１月１２日（木）８時３０分から

町民センター（２－２２５５）で

電話で受け付けます。定員になり

次第締め切らせていただきます。

（土日の受付は出来ません） 

日 時：１１月１５日(日) 

     午前９時３０分～１１時３０分 
 
場 所：町民センター 
 
出 演：若佐小学校 

    佐呂間小学校６年生 

    佐呂間ジュニアブラス 

    Ｐ．Ｐ．Ｓｐａｒｒｏｗｓ 

    佐呂間中学校吹奏楽部 

    佐呂間高校吹奏楽局 

    サロマ吹奏楽倶楽部 
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佐呂間町教育講演会 

「子育てについて」の講演会！ 

日 時：１２月５日（土） 

      午前１０時～（９０分予定）  

場 所：町民センター 

演 題：「日本の親の仕事 
～子育ての本来像～」 

講 師：野 口 芳 宏 氏 

（植草学園大学教授：発達教育学部） 

入場料：無料 

その他：託児を希望される方は、１１月 

    ３０日までに、社会教育課（２－

１２９５）まで連絡願います。 平成２1年度 

    スポーツ表彰受賞者！  

平成２１年度スポーツ表彰式が１０月

１２日「体育の日」に武道館・温水プー

ルで行われました。 

 式では、それぞれの競技で優秀な成績

を収めた１５名が表彰を受け、受賞者は

記念の盾を手にし喜びを噛み締めてい

ました。 

 受賞おめでとうございます。今後ます

ますのご活躍を期待します。 

現代墨絵を楽しみました！ 

佐呂間町教育講演会が佐呂間町ＰＴＡ

連合会研究大会に併せて開催されます。  

 今年は野口芳宏さんを迎え３８年間

教壇に立ち続けた現場の

経験を基に『子育て』につ

いて「熱く」「ズバリ」お

話いただきます。 
 みなさんお誘い合わせ

の上ご来場ください。 

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が１０月６日から

１週間町民センターで開催されました。 

 期間中は、町内外から約５００名の来

場者が訪れ現代墨絵の素晴らしさに触

れました。 

 また安保さんの滞在中に小学校３校

と一般成人向け

の墨絵教室が行

われ、受講者は

墨と絵の具を

使ったオリジナ

ル作品を完成さ

せていました。 

「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。 
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１０月２２日（木）をもって今年度のス

イミングスクール事業がすべて終了し

ました。 

 ジュニアコース最終日には進級テス

トが行われ、子供たちはいつもとは違う

真剣な眼差しでテストに挑みました。最

後の合格発表では合格した子の歓声と

惜しくも合格を逃がした子の涙がプー

ルサイドに溢れました。どちらの子供た

ちもスクールを終え、また一歩大きく前

進したようです。 

平成２１年度スイミングスクー

ル事業が終了しました！ 

第１４回スターマスターズ 

水泳記録会が終了しました！ 

１０月１８日（日）にスターで「第１４

回スターマスターズ水泳記録会」が開催

されました。 

 網走管内をはじめ、遠くは新十津川町

から参加の選手も出場し、総勢１０６名

の選手で熱いレースが繰り広げられま

した。巨大な浮き輪とねじり鉢巻を使用

した「鉄人レース」では悪戦苦闘しなが

ら泳ぐ選手の姿に大きな笑いと声援が

飛んでいました。 

 
☆スポーツ功労賞受賞者☆  

 
◎五十嵐 公一 さん 〈佐呂間中学校３年〉 

陸上（円盤投 砲丸投） 

 

☆スポーツ奨励賞受賞者(個人の部)☆ 
 

◎土山 遥 さん 〈佐呂間小学校１年〉 
  一輪車（２００ｍ走、６０ｍ走、 

   スラローム走） 
 
◎荒田 尚志 さん 〈佐呂間小学校２年〉 
  一輪車（２００ｍ走、スラローム走） 
 
◎池田 有寿 さん 〈佐呂間小学校４年〉 
  一輪車（２００ｍ走、片足走、 

   個人メドレー） 
 
◎佐野 円香 さん 〈佐呂間小学校４年〉 
  一輪車（スラローム走） 
 
◎梅田 弥咲 さん 〈佐呂間小学校４年〉 
  一輪車（６０ｍ走） 
 
◎三田 桜花 さん 〈佐呂間小学校５年〉 
  陸上（１００ｍ、ボール投）  
◎柏尾 郁未 さん 〈佐呂間小学校６年〉 
  陸上（１００ｍ、走高跳） 
 
◎澤田 侑愛 さん 〈佐呂間小学校６年〉 
  陸上（砲丸投） 
 
◎住吉 花恵 さん 〈佐呂間小学校６年〉 
  陸上（走幅跳） 
 
◎鎌田 詩穏 さん 〈浜佐呂間小学校６年〉 
  陸上（ボール投） 
 
◎鎌野 稜子 さん 〈若佐小学校６年〉 
  陸上（８０ｍハードル） 
 
◎中村 朋華 さん 〈佐呂間中学校２年〉 
  陸上（１００ｍ） 
 
◎齊藤 俊充 さん 〈佐呂間中学校２年〉 

  バドミントン（ダブルス） 
 
◎土屋 翔太 さん 〈佐呂間中学校２年〉 
  バドミントン（ダブルス） 

スクールを終えた皆さん（水曜日クラス） 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１１月の休館日 
 
   ２日(月)  ３日(火)  ９日(月) 

  １６日(月) ２３日(月) ２４日(火) 

  ２９日(日) ３０日(月) 
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

外事警察           麻生
あ そ う

 幾
いく

／著 
無理                                       奥田

お く だ

 英朗
ひ で お

／著 
  

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆  
生協の白石さんとエコごはん  白石

しらいし

 昌則
まさのり

／著 
ママが守る！家庭の新型インフルエンザ対策 

               高木
た か ぎ

 香織
か お り

／著 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
いのちかがやけ！タイガとココア       
              あんず ゆき／文 
カボちゃんのふでばこ    高山

たかやま

 栄子
え い こ

／作 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

おもいで         内田
う ち だ

 麟太郎
り ん た ろ う

／作 
オオカミがきた     ささめや ゆき／絵 

※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。 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

11月25日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

11月 4Ă18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 

 （※11/18は運休）  

11月 5Ă19日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日 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 

11月12Ă26日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日   

読書感想画展示中！ 

図書館では“夏休み中”や“朝読の時

間”に読んだ本について「感想文」と「感

想画」の募集を行い、小

学生・中学生のみなさん

から多数の応募をいた

だきました。 

「感想画」全作品を１１月２８日まで

図書館内で展示しています。“傑作・力

作”を是非ご覧にいらしてください。 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

11月10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 

11月17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 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１１月の休館日 
 
   ２日(月)  ４日(水)  ９日(月) 

  １６日(月) ２３日(月) ２４日(火) 

  ３０日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

小説「風の橋」のご紹介！ 

町内在住の上伊澤洋さんが小説「風の

橋」を出版されました。 

 サロマ湖を舞台に、 

本州から移り住んだ若者

と、地元のアイヌ民族 

との交流を描いた作品 

です。 

 図書館にもありますの

でぜひご一読ください。 


