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科学の不思議を体験！ 

サイエンス キャラバン開催！ 

 今年も、科学の不思議を自ら体験で

きる「サイエンス キャラバン」を開催

いたします。小さなお子さんからお年

寄りまで楽しめるたくさんの実験を用

意しています。 

 みなさんのご来場をお待ちし

ています。 
 

日 時：２月２１日(日) 

     午前１０時～午後１時 
 
場 所：町民センター 
 
入場料：無料 
 
その他：当日、実験のお手伝いをしていた

だける方を募集していま

す。中学生以上の方で、興

味のある方は社会教育課

（２－１２９５）までご連

絡願います。 
 
※当日は、老人福祉センターにおいて

「かまくら雪まつり」も開

催されていますので、ご一

緒にお楽しみください。 

 

「全町女性の集い」開催！ 

昨年のサイエンスキャラバンの様子 

 

佐呂間町に住む女性及び町民の皆さん

が一堂に会し「心身ともに豊かな人生を

目指して」をテーマに第２

５回全町女性の集いを開

催します。 

 今年はＳＴＶラジオ等

でお馴染みのアナウン

サー喜瀬ひろし氏を迎え

ての講演です。 

 午後の部は、豊かな地域社会を創るた

めの「花づくり、家庭菜園」講習会も予

定しています。 

 女性に限らずどなたでも参加してい

ただけますので、是非お越しください。 
 
日 時：２月２８日（日）午前１０時～ 
 
場 所：町民センター 
 
内 容：○午前の部（10：10～） 
 

 「声は人なり 心豊かなĘĮċĤėĎĚČĻ 

～ラジオ テレビ裏話」 
 
    講師 ＳＴＶラジオアナウンサー  

喜瀬ひろし 氏 
     
    ○午後の部（12：30～） 
 
    「花づくり 家庭菜園」講習会 
 
    講師 遠軽町木内種苗園 

 木内一雄 氏 
 
参加料：無料 
 
託 児：託児を希望される方は、２月１５日

までに事務局（実盛２－

２７２２）にお申込くだ

さい。 
 
主 催：佐呂間町女性連絡会議 

    佐呂間町教育委員会 
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「カーリング」を体験しました。最初

は氷上を歩くのにも苦労しました

が、氷上の移動やスイーピングをし

たり、ストーンを投げたりなど基本

的な動作がある程度できるようにな

り、最後にはミニゲームを行うなど

本 格 的 な

カーリング

を体験をす

ることがで

きました。  

スキー教室で 

いっぱい頑張りました！ 

 今年の４月から小学生になる就学

予定児を対象とした「ちびっこス

キー教室」が１月９日から３０日の

毎週土曜日に開催されました。 

 各教室には、たくさんの幼児が参

加し、どの子も一生懸命練習し、回

数を重ねる度にみるみる上達してい

ました。 

 小学校に入学しても、色々なス

ポーツをいっぱい楽しんで下さい。 

氷上のスポーツ 

「カーリング」を体験！ 

小学校４～６年生を対象とした「わ

んぱく広場」が１月１３日に開催さ

れ、カーリングに挑戦しました。 
午前は町体育館でカーリングと

ルールが似ている「フロアーカーリ

ング」を行い、すぐにコツをつかんで

スーパーショットを連発するなど

ゲームを楽し

みました。 
午後からは

常呂のカーリ

ングホール 

へ移動して 

第２９回全町ミニバレー大会 

    開催のお知らせ！ 

小学生から一般まで参加で

きるミニバレーの大会です。 

 たくさんのチームの参加

をお待ちしています。 
 
日 時：３月１４日（日） 

         午前９時開始 
 
場 所：佐呂間町体育館 
 
種 目：小学生の部 一般の部 
 
参加料：１人 ５００円（保険料含む） 

     ※小学生は無料 
 
申込み：２月２８日（日）までに参加 

申込書に参加料を添えて事務

局名知（図書館）まで提出願い

ます。 
 
◎決勝トーナメントは、昼過ぎとなり

ますので各自昼食のご用意をして

下さい。 

◎大会参加にあたり、ルール等何か要

望したい事項等がありましたら、事

務局までご連絡下さい。 
 
お問い合せ：ミニバレー協会事務局   

      名知（自宅：2-2398、 

      携帯：090-2697-0618） 
 
主 催：佐呂間町ミニバレー 
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柴田三兄妹・津軽三味線公演 

開催のお知らせ！ 

全国大会に挑戦

し、個人団体合わ

せて２６回の優

勝経験をもつ、日

本一の実力兄妹

のライブです。 

 魂を揺さぶる迫力ある演奏を、どうぞ

お楽しみください！ 
 
と き：３月６日（土）開演１８：３０ 

（開場１８：００） 
 
ところ：町民センター集会室 
  
チケット料金 

 前売券  一人券 ２,５００円   

      ペア券 ４,０００円 

      ※当日券は５００円増し 

      高校生以下  無料 
 
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 ２－３５６０ 

（井上） 

     社会教育課 ２－１２９５ 
「スター」冬期健康プログラム 

好評実施中！ 

スターではどなたでも手軽に楽しめる

「冬期健康プログラム」を実施してい

ます。参加者からは「とても手軽で、体

がすっきりする」

等の声を頂き、大

好評です。冬期の

運動不足にぜひお

役立て下さい。 

「子どもの運動能力を 

高める教室」緊急開催！ 

今、子ども達の体力低下が問題になっ

ています。時代の変化により子ども達

の運動量が激減し、体を支えるための

筋 肉 が 使 え ず に、

「まっすぐ立つ」とい

う基本的なことさえ出

来ない子ども達が増え

ているようです。 

 スターでは「運動がきらいな子」 

を１人でも減らすため、日常生活 

やスポーツにおいて必要な「立つ」 

 

◆リズムウォーキング＆リラックス 
 
 内容：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） 
 
 ※２／１７（水）は２／１８（木）へ 

変更となります 
 
 時間：１４：００～１５：００ 

「走る」「止まる」「ひねる」「バラ

ンスをとる」など基本的な姿勢や動作

を、楽しみながら学べる教室を開催い

たします。この機会にぜひ参加して下

さい。 
 
期日：●小学校１～３年生（火曜日） 
     ３月２日、９日、１６日 
 
   ●小学校４～６年生（水曜日） 

     ３月３日、１０日、１７日 
 
時間：午後４時～５時 
 
内容：体を支えたり、動かしたりする能力

を高める各種トレーニング 
 
場所：スター（武道館） 
 
定員：各コース１５名（先着順） 
 
申込：２月９日午前１０時から受付開始 
 
料金：無料 
 
持物：上靴、タオル、飲み物、動きやすい

服装 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎２月の休館日 
 
   １日(月)  ８日(月) １１日(木) 

  １５日(月) ２２日(月) ２８日(日) 
  
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館日です。 

※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。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 

曜 

日 

 2月 2日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    16日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 2月 9日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    23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 

水 

曜 

日     

 2月 3日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    17日   

 2月10日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    24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 

 （※2/10は運休）  

 2月25日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 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 

 2月 4日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    18日   

木 

曜 

日   

 
◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆  

言葉で治療する                      鎌田
か ま た

 實
みのる

／著 
雑穀ごはんに合うおかず  検見崎

け ん み ざ き

 聡美
さ と み

／著 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

日本の神様         畑中
はたなか

 章宏
あきひろ

／編 
レイトン教授と永遠の歌姫  松井

ま つ い

 亜弥
あ や

／著 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

だじゃれ日本一周     長谷川
は せ が わ

 義史
よしふみ

／作 
おそうじ隊長    よしなが こうたく／作 

リクエスト受け付けます！ 

図書館では、本のリクエストを受け付け

ています。 

「○○という本を読みたいけれど、図書

館にない」という場合に、新刊（おおむ

ね発行後１年以内）は

図書館が購入し、古い

本は他の図書館から借

りて貸出することがで

きます。カウンターに

お申し出ください。 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

親鸞（上 下）       五木
い つ き

 寛之
ひろゆ き

／著 
ほかならぬ人へ       白石

しらいし

 一文
かずふみ

／著 

  
◎２月の休館日 
  １日（月)  ８日（月) １２日（金) 

 １５日（月) ２２日（月)  
 
※月曜日 祝日の翌日が休館日です。 

スター休館日のお知らせ！ 

 
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 

◆らくらく健康体操 
 
 内容：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  
 
★どちらのプログラムとも予約は不要です。

タオル、上靴、飲み物、施設使用料（１回

１３０円）をご用意のうえ、参加願います。 


