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「ちびっこスキー教室」 

開催のお知らせ！ 

来年度の就学児を対象とした「スキー

教室」を開催します。 

 スキー教室では初歩の

スキーを学び、山頂から

滑り降りることを目指し

ます。この機会にぜひご

参加下さい。 
 
日 時：平成２２年１月９日～３０日 

の毎週土曜日(４回) 

    午後１時～２時３０分 
 
場 所：町営スキー場 

 
対  象：平成１５年４月２日～平成１６年   

４月１日の間に生まれた佐呂間

町在住の幼児（保護者同伴が 

    条件） 

     ※平成２２年度就学児対象 
 
定  員：３０名 

 
申込み：１２月１４日 (月) ～１８日

（金）の各日午前８時３０分

～午後５時までに社会教育課

２－１２９５へお申込み下 

さい。 

 

ミ ュージックフェスティバルが 

１１月１５日に町民センターで開催さ

れました。 

練習の成果を発表しました！ 

成人式記念事業開催！ 

「ピエロ＆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、トイ シアターとミスターき

くちさんによるピエロ＆ジャグリング

ショーを開催します。 

 自由な発想から作り出されるパント

マイムと、おとぼけおしゃべりのジャ

グリングパフォーマーの公演で会場を

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１０日（日） 

           午後２時３０分～ 

場 所：町民センター 

 

今回で２０回目となるフェスティバル

には、小学生から大人までの７団体、

約１７０名が出演し、合唱や器楽・ゴ

スペル・吹奏楽など日頃の練習成果を

発表し、大勢の観客を楽しませていま

した。 
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チャレンジ広場 

押し花アートを体験しました！ 

小学校１～３年生と保護者対象のチャ

レンジ広場が１１月２３日に開催され、

８組の親子が「押し花アート」を体験し

ました。町内の押し花サークルで活動さ

れている会員５名の方々の指導により、

しおりやランチョンマット、押し花額 

作品をつくり、親子で完成の喜びを味

わっていました。 

 次回のチャレンジ広場は１２月１３

日に「絵手紙教室」を行います。 

 年賀状づくりにも役立つ絵手紙づく

りのコツを教えていただく予定です。 

 たくさんの参加をお持ちしています。

スクールバス（１・２号車） 

が新しくなりました！ 

車輌の老朽に伴いスクールバス１号車

（若里線）と２号車（知来 仁倉線）の２

台が更新されました。 

 新しい車輌はそれぞれ黄色（１号車）、

水色（２号車）をベースにしたツートン

カラーで、乗車する児童生徒に分かりや

すい車両色を用いています。 

両路線とも１１

月６日から新しい

車輌に切り替わ

り、登下校の児童

生徒を乗せ走行し

ています。 

今年も佐呂間高校において４つの講座

が開かれています。 

 その中でも今年初めての取り組みが

高校生が指導アシスタントになる「高齢

者と高校生のパソコン教室」で、パソコ

ン活用のニーズの高さを感じるととも

に、参加者の熱心さに驚かされました。 

 参加者の中に

は、パソコンに触

れるのは初めての

方もおり、先生の

説明一つ一つを高

校生がマンツーマ

佐呂間高校開放講座 

一味違った取り組み！ 

ンで手取り足取り補助する姿は、単なる

指導だけではなく異世代の交流が図ら

れ、見ていてとても温かいものを感じま

した。 

 ６回の講座では、回覧板の文書作成や

年賀状印刷、インターネット検索などに

挑戦し、どの顔も高校生に戻ったイキイ

キとした表情で取り組んでいました。 

 そのほかの講座については、次号でお

伝えします。 

開拓の歴史を見学しませんか！ 

佐呂間町開拓資料館では、土器、石器、

農具、漁具、生活用具などの様々な道具

を展示しています。 

どなたでも、見学

することができま

すが、通常時は施錠

されていますので、

見学を希望される

方は、町民センター事務所までご連絡下

さい。 

※土 日曜日、祝日および年末年始は

休館となります。 
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◎１２月の休館日 
  ７日（月) １４日（月) ２１日（月) 

 ２４日（木) ２８日（月) 
  
◎年末年始の休館日 

１２月３０日（水）～１月６日（水） 

スター休館日のお知らせ！ 

「スター」冬の健康プログラム 

の開催について！ 

スターでは冬期間の運動不足予防に最

適なプログラムを今年も開催

します。どなたでも簡単にで

きるプログラムです。お気軽

にご参加ください。 

 
◆リズムウォーキング＆リラックス 

 （音楽に合わせたウォーキング及びリラ

クゼーション） 

 期日：１月１３日～３月１7日

の毎週水曜日（計１０回） 
 
 時間：１４：００～１５：００ 
 
◆らくらく健康体操 

 （中高齢者向け健康体操） 

 期日：１月７日～３月１８日の

毎週木曜日（計１１回）  
 
 時間：１０：００～１１：００  
 
◆冬期限定「や せ る」パーソナル 

 （減量を目的としたトレーニ

ングの個人指導） 
 
 期日：１月７日～３月１９日

の間で希望する４週間 
 
 時間：開館時間内 ※1回６０分 週２

回 ４週間 計８回（要予約） 
 
◆リラクゼーションフットセラピー 

 （足をほぐして、体調改善） 
 
 期日：１月８日～３月１９日

の毎週金曜日（１０回） 
 
 時間：１４：００～１４：４５（要予約） 
 
◆ストレッチポール教室 

 （ストレッチポールを使用した姿勢 

改善運動） 
 
 期日：１月８日～３月１９日の毎週 

金曜日（１０回） 
 
 時間：１９：００～１９：３０（要予約） 

 
★対象はすべて一般男女です。いずれのプ

ログラムも施設使用料がかかります。 

詳しくは広報折り込みチラシをご覧下

さい。 

子ども達のために１３年間 

読み聞かせをしてくれました！ 

毎週土曜日に図書館で開催しているお

はなし広場で、読み聞かせボランティア

として、平成８年から子

どもたちに絵本を読み

聞かせてくださいまし

た幸町の久米澄子さん

に、永年の活動をたたえ

て図書館長から感謝状

と記念品が贈られました。 

 永い間ありがとうございました。 

図書館工作教室のお知らせ！ 

冬休み中に工作教室を開催します。 

ぜひご参加ください。 
 
期 日：１２月２５日 (金）Ă２７日 (日） 

    １月６日 (水)Ă８日 (金)Ă1 ５日 

    (金)Ă１７日 (日) 計６回 
 
時 間：午後１時～午後３時 
 
場 所：図書館 会議室 
 
内 容：こま作り、こままわし 
 
その他：筆記用具、絵の具などは図書館で用

意します。材料費はかかりません。 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１２月の休館日 
 
   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２３日(水) ２８日(月) 
  
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 
 
◎年末年始の休館日 
 
  １２月２９日(火)～１月５日（火） 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

あるじは信長          岩井
い わ い

 三四二
み よ じ

／著 

ファミリーツリー        小川
お が わ

 糸
いと

／著 
  

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆  
これなら続く！考える筋トレ  有賀

あ る が

 誠司
せ い じ

／著 

第２６回読書感想文・感想画 

コンクール入選者決定！ 

今年もたくさんの作品をご応募してい

ただき、ありがとうございま

した。感想文２１４点、感想画

２２５点の作品の中から、審

査により入選者を次のとおり

決定しました。 

＜感想文＞ 
小１ 優 秀 木村 寧々(浜小) 横尾 優人(浜小) 

小２ 最優秀 鈴木 佑奈(佐小) 

   優 秀 住吉 真有(佐小) 音田 綺乃(若小)     

小３ 最優秀 林 真悠(若小) 

   優 秀 青野 ひかり(若小) 川村 拓也(若小)  

小４ 最優秀 山前 翔(若小) 

   優 秀 佐々木 百加(若小) 本見 杏奈(浜小) 

小５ 最優秀 東本 睦月(浜小) 

   優 秀 佐伯 李花(若小) 室井 斗哉(浜小) 

小６ 最優秀 鎌野 稜子(若小) 

   優 秀 三島木 羽由希(佐小) 西村 くるみ 

      (佐小) 高橋 亜寿伽(佐小)  

中１ 最優秀 平出 和 

   優 秀 井田 朱香 早坂 将太    

中２ 最優秀 幸松 明日香 

   優 秀 今井 優也 木屋 愛実 
                                             

＜感想画＞ 
小１ 最優秀 古川 可純(若小)  

   優 秀 千葉 雄大(若小) 豊秋 生朗(若小） 

小２ 最優秀 鈴木 佑奈(佐小)  

   優 秀 西岡 夏穂(佐小) 藤澤 寧寿(佐小） 

小３ 最優秀 安藤 智隆(佐小) 

   優 秀 木舩 颯斗(佐小) 小松 瑞季(佐小)  

小４ 最優秀 笹島 直也(若小)  

   優 秀 結城 勇人(佐小) 安田 しいな(佐小)     

小５ 最優秀 海辺 菜々美(佐小) 

   優 秀 安藤 萌々香(佐小) 井田 景子(佐小)  

小６ 最優秀 鎌野 稜子(若小) 

   優 秀 澤田 侑愛(佐小) 郡 麻祐実(佐小) 

※個人や団体で、あおぞら号の巡回を希望される

方は、図書館までご連絡下さい。 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

12月 8Ă22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 

12月 1Ă15Ă ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

29日  （※12/29は運休） 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 

12月 9日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

12月 2Ă16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 

 （※12/16は運休）  

12月 3Ă17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 

12月10Ă24日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日   

火曜日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

 

失敗の科学                  池田
い け だ

 圭一
けいい ち

／著 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

すみ鬼にげた         岩城
い わ き

 範枝
の り え

／作 
水曜日の本屋さん   シルヴィ ネーマン／文 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

君はわらうかな       菊田
き く た

 まりこ／著 
もっとおおきなたいほうを   二見

ふ た み

 正直
まさなお

／作 


