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２０１０ 

一般の方も聴講できます！ 

寿大学講座が開講されます。 

 ４月２２日 (木) 町民センターにおい

て佐呂間町高齢者教室『寿大学』の 

入校式が行われました。式では８名の

新入生を加えた総勢１７２名の受講生

が１年間元気で楽しく学ぶことを誓い

ました。 

 寿大学では、来年３月までの１年

間、月２回程度の日程で講座が開講さ

れます。そのうち下記講座は一般の方

内   容 講    師 （敬 称 略） 

5月12日 水 野菜作り 遠軽木内種苗園 木内 一雄  

5月28日 金 交通安全 佐呂間町交通安全対策本部 高橋 亘  

6月09日 水 地球環境 北海道地球温暖化防止活動推進員 辻 悦郎  

7月06日 火 生涯学習 小清水町教育委員会教育長 渡辺 等  

8月06日 金 介護予防 佐呂間町保健福祉課保健師 正源 美穂  

8月19日 木 昔話は楽しい 大空町図書館長 松岡 義和  

9月01日 水 中国影絵 劇団影法師 「スーホの白い馬」 

9月14日 火 ふれあいバス 佐呂間町企画財政課 

10月08日 金 災害に備えて 災害救援ネットワーク北海道代表 山口 幸雄  

11月02日 火 町の話 佐呂間町長 川根 章夫  

11月19日 金 詩の世界 佐呂間高校教頭 宮本 鎮栄  

12月02日 木 科学の不思議 遠軽東小学校校長 浅利 誠  

12月14日 火 歯の健康 矢坂歯科医院 矢坂 浩一  

1月13日 木 吹奏楽コンサート 佐呂間ジュニアブラス 佐呂間中学校吹奏楽部 佐呂間高校吹奏楽局 

2月02日 水 乳業界について 森永乳業㈱佐呂間工場長 小野寺 優  

2月17日 木 健康体操 佐呂間町教育委員会社会体育係 

開 講 日 

も聴講することができますので、興味

のある講座があれば是非のぞいてみて

下さい。 
 
＊基本的に各講座とも町民センター集会室

で午前１０時１５分から１１時４５分まで

となります。 
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サロマ湖100Kmウルトラマラソン 

「ボランティア募集」 

 今年も１００kmウルトラマラソンの

季節がやってきました。２５回目を迎

え る 今 年 の 大会 で は 、５ ０ k m ・ 

１００km合わせて４,１００名を超える

参加者を予定しています。 

 実行委員会では大会

の運営をお手伝いして

頂けるボランティアス

タッフを募集していま

す。円滑な大会運営の

為には町民の皆様のご協力が必要不可

欠です。ボランティアとしてご協力し

て頂ける方は社会教育課（２－１２９

５）までご連絡下さい。 

開催期日：６月２７日（日） 

 ・１００kmの部スタート  午前５時 

  (湧別町総合体育館) 

 ・５０kmの部スタート  午前１０時 

  (佐呂間町１００年広場) 

業務内容：エイドステーショ

ンでの作業、交通

整理、受付など簡

単な業務です。 

 

「まなびすと」を活用して 

ビーズ作品をつくりました！ 

知来に住む女性たちで構成するグルー

プ（Ｇドリーム）が地域学習活動支援

事業「まなびすと」を活用してビーズ

ストラップとビーズネックチェーン 

づくりを行いました。 

 とても細かな作

業で苦労したよう

ですが、立派な作

品が出来あがると

喜びもひとしお

で、全員が大変 

「舞の海」さんの講演会を 

開催します！ 

元大相撲力士で、スポーツ

番組、バラエティ、旅番組、

ＣＭなど多方面で活躍中

の舞の海秀平氏による講

演会を開催します。 

 みなさん、お誘いあわせ

の上ご来場ください。 
  
日 時：６月２８日（月）開演１９：００ 
 
場 所：町民センター集会室 
 
入場料：一般５００円（中学生以下は無料） 
 
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 

     社会教育課 ２－１２９５ 

満足していたとのことでした。 

 なお、完成したビーズ作品を町民セ

ンターロビーに展示し

ていますので、興味の

ある方は、ぜひ学習の

成果をご覧ください。 

 教育委員会では、こ

のように、自分達で何

かを作ったり、習ったり、学んだりし

たいという方のために、会場の提供や

金銭面の支援、講師の紹介など、学習

活動の応援をしています。 

 皆さんもぜひご活用下さい。 
 
○支援対象学習活動 

 ・町民５名以上で自主的に企画・立案し 

  て実施する学習活動等 
 
※詳細・申し込みは、社会教育課（２－

１２９５）までご連絡下さい。 

夢創ではメンバーを募集しています！ 
 芸術文化に興味関心をお持ちの方、一緒 

 に活動してみませんか？ 

夢創事務局（井上）までご連絡下さい。 
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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 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎５月の休館日 
   ３日(月)  ４日(火)  ５日(水) 

   ６日(木) １０日(月) １７日(月) 

  ２４日(月) ３１日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

◆個別でじっくり技術習得 

 
 ★水泳 水中運動 

パーソナルレッスン 
 
 期 日：１０月２９日（金）までの 

毎週金曜日 

 時 間：１３：００～２０：００ 

までの間でお好きな時間 

※１回につき３０分程度 
  
 対 象：小学生～一般 

 内 容：水泳の各泳法及び各種 

水中運動等 

 定 員：１コマにつき１～３名 

 指 導：スター指導員（健康運動指導士  

Ｃ級スポーツ水泳指導員） 

 その他 

※毎月１日から翌月分のご予約を承り

ます。 

※２～３名でお申込みされる方は同等

レベル同士でお申込み下さい。 

※お一人様、ひと月に１回までのご予

約となります。 

※お申込み時に、希望の

日時とレッスン内容を

お申し出下さい。 

スター「リニューアル」 

オープン！ 

プール改修工事の為、一時施設を閉鎖し

ておりましたが、工事も終了し営業を再

開いたしました。 

 閉鎖中は皆様に大変ご迷惑をお掛け

いたしました。スターでは、お客様によ

り快適に施設を利用していただくため

「トレーニングルーム」「リラクゼー

ションルーム」「ロビー」も工事に合わ

せてリニューアルしました。 

 ピカピカの

プールと使い

やすい施設で

皆様のお越し

をお待ちして

おります。 

  
開催時間：午後７時～８時 

対  象：中学生以上（町外可） 
 
定  員：各クラス１０～ 

１５名（先着順） 

◆みんなで楽しくスイミング 

「スター」プール事業 

申込み受付中！ 

 
 ★スイミングスクール 

マスターズコース  
 

実施期間 

○５月１１日（火）～１０月２１日（木） 
 

 
実施クラス 曜日 

○初級クラス 

（水慣れ～クロール２５ｍ）      

毎週火曜日 

○中級クラス 

（背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ） 

  毎週水曜日 

○レベルアップクラス 

（４泳法の泳力向上）  毎週木曜日 
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巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 5月11Ă25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 

 5月18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 

 5月19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 

 5月 6Ă20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 

 5月13日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 木曜日   

 5月12日  浜佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

水曜日   

※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◆◆◆◆◆ 

 

エデン           近藤
こ ん ど う

 史恵
ふ み え

／著 
ブギウギ         坂東

ば ん ど う

 眞砂子
ま さ こ

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

幸せをはこぶ天使のパン  宇佐美
う さ み

 総子
ふ さ こ

／著 
北海道歴史探訪ウォーキング                             

            カルチャーランド／著 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
ルルとララのシャーベット                  

           あんびる やすこ／作 絵 
新１３歳のハローワーク    村上

む ら か み

 龍
りゅう

／著 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
ポケモンをさがせ！プラチナ  相原 和典／絵 
アンパンマンとおもちゃてんし 

            やなせ たかし／原作 

読み聞かせ講習会を開催します！ 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎５月の休館日 
   ３日(月)  ４日(火)  ５日(水) 

  １０日(月) １７日(月) ２４日(月) 

  ３１日(月)   
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

 

～臨時休館について～ 
  
 図書館と役場若佐支所 浜佐呂間出  
 張所の図書室は、図書の点検（蔵書 

 点検）を行うため５月２６日（水） 

 ～３０日（日）まで臨時休館いたし 

 ます。休館中はご迷惑をおかけしま 

 すが、ご了承願います。 

４月からのブックスタート事業の開始に

ともない、乳児への絵本の読

み聞かせなどを目的とした

講習会を開催します。 
 

日 時:５月１９日（水） 

 午前１０時～１１時３０分 
 
場 所：図書館 児童閲覧室 
 
講 師：真如智子さん、紙西明美さん 

（読み聞かせサークル 

「じゃん けん ぽん」） 
 
対 象：一般（託児はありませんが、お子さ

んの同伴は可） 
 
※参加をご希望の方は、５月１１日（火）ま

でに図書館（２－２２１５）へお申し込み

下さい。 


