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第４回 安保 真（あんぼ まこと）
「サロマ～ふるさと展」開催！
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「来年は中学生になるので、今年宿泊体
験が開催されて良かった」、「わんぱく
広場で色々な体験ができ、いっぱい思い
出ができた」などの感想が多く、充実し
た３日間になったようです。

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。
期
時

間：１０月５日(火)～１０日(日)
間：午前１０時～午後７時
※最終日は午後３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）

たくさんのお友達と
交流を深めました！
小学４～６年生を対象としたわんぱく
広場「宿泊交流体験」が８月１０日か
ら１２日まで行なわれ、１６名の児童
が町民センターに２泊しながら、食事
作 り や、空 き 缶 炊 飯、ウ ォ ー ク ラ
リー、流しそうめんなどの色々な体験
を通じて交流を深めました。
参加者からは、「５年生になっても
６年生になってもまた参加したい」、
教育委員会だより

｢第１４回スターまつり｣
を開催します！
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
で楽しい催し物を企画して
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
場
内

時：１０月１１日(月) 午前９時～
所：武道館･温水プール「Ｓｔａｒ」
容：スポーツ表彰をはじめ、おまつり
広場、水中ゲームなど楽しい催し
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
「夢つうしん」
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緑の中で心も体もリフレッシュ

「森で遊ぼう」参加者募集！
昨年大好評につき、今年も森をテーマに
講座を開催します。
森へ行って、森で遊び、森の
エネルギーを体いっぱい吸収
しましょう！
日

時：１０月２日（土）
午前９時３０分～午後１時
場 所：サロマ湖畔遊歩道
（集合 解散はホテルグランティア
サロマ湖駐車場）
内 容：植樹、ネイチャーゲーム、など
対 象：小中高校生と保護者（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）
参加費：無料
持 ち 物：お 弁 当、水 筒、軍 手（雨 天 の 場
合）雨具、長靴
申 込：９月２４日（金）までにお電話で
申込みください。
その他：集合場所までの送迎もできます。
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）

屋外体育施設夜間照明
終了のお知らせ！
今 年 の 屋 外 体 育 施 設 夜 間 照 明（ナ イ
ター）は９月３０日（木）をもちまして
終了させていただきます。
なお、各施設の日中のご利用は１１月
上旬までの予定になっています。
夜間照明（ナイター）利用施設
若佐パークゴルフ場
百年広場パークゴルフ場
浜佐呂間パークゴルフ場
総合グラウンド（ソフトボール場）
佐呂間テニスコート
《２》

教育委員会だより

夢創 創立１０周年
お笑い演芸会開催について！
堺すすむ 桂米團治 桂吉弥
桂朝太郎 桂團治郎による落
語、お笑い手品、ギター漫談
の競演です。
終了後お楽しみ抽選会も
あります。
ぜひ、ご家族お誘い合わせの上、ご来
場願います。
日

時：１０月３日（日）開演 午後６時
（開場 午後５時３０分）

場

所：町民センター集会室

チケット料金
前売券 １,５００円
当日券 ２,０００円
小中高校生
無 料
（未就学児の入場はご遠慮ください。）
※チケットは、役場支所 出張所 教育委員
会 町民センター 佐々木写真館 尾崎整
骨院 他協力店 各夢創会員が取扱って
います。
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
社会教育課

２－３５６０
２－１２９５

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。
「夢つうしん」

夢通信

５日間の水泳教室で
一生懸命泳ぎました！
７月２７日から３１日まで温水プール
で「夏休み短期水泳教室」が開催され、
全クラス合計８４名の子供たちは、「顔
つけ１０秒できるようになる」「２５ｍ
を泳ぎきる」などそれぞれの目標に向
かって一生懸命泳ぎました。
５日間という限られた期間でしたが
子供たちは確実に目標へ向けてまた一
歩前進しました。
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いました。
３日間でみ
んなプール
が大好きに
なった様子
でした。

プール開館時間の変更について！
９月１４（火）からの平日のプール開館
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。

スターマスターズ水泳記録会
開催のお知らせ！
Ａコースに参加した皆さん

１０月１７日（日）９時３０分から第１
５回スターマスターズ水泳記録会が開
催されます。
今年度が最後の記
録会となりますので、
選手の応援をよろし
くお願いいたします。
（記録会当日、全館一般利用は中止と
なります。ご了承下さい）

Ｂコースに参加した皆さん

プールが大好きになりました！
８月３日から３回にわたり、来年度新一年
生となる子供たちを対象とした「ちびっこ
スイミング教室」が開催されました。
教室ではプールにおけるルールや初
歩の水泳を楽しく学びました。
なかには１人で浮かんだり、バタ足を
したりする子もいて指導員を驚かせて

教育委員会だより

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！
◎９月の休館日
６日(月)
２１日(火)

１３日(月)
２４日(金)

２０日(月)
２７日(月)

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。

「夢つうしん」
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◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆
しげまつ

図書館まつりのお知らせ！

さすらい猫ノアの伝説
み

の

清 ／著
せ い こ

エレベーターは秘密のとびら 三野 誠子／作

◆◆◆◆◆え

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。

きよし

重松

ほ

ん◆◆◆◆◆

いなばのしろうさぎ
いもと ようこ／文絵
カエルもヒキガエルもうたえる
アーノルド ローベル／作

日

水
木

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）をあ
わせて募集いたします。詳しく
は、図書館のカウンターまたはお
電話（２－２２１５）でご確認願
います。

曜日

火

時：９月１２日（日）
午前１０時～午後５時
場 所：図書館 佐呂間児童館
内 容：
古本市（１冊１０円～）
１０：００～１７：００
図書館スタンプラリー（館内を歩き回る）
1 ０：００～１１：３０
図書館すごろく（巨大すごろく遊び）
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（紙ひこうき）
１０：００～１２：００
館内展示（私のおすすめ本などの展示）
１０：００～１７：００

巡回日

巡

回

順

路

停

車

時

間

金

１０：１０～１０：３０
9月 7日 佐呂間小学校
１３：１０～１３：３０
若佐 消防
１３：３５～１３：５５
若佐コミセン前
１４：００～１４：１５
若佐保育所
１４：２５～１４：４０
朝日 近藤宅前
１０：１０～１０：３０
9月14日 佐呂間小学校
１３：２０～１３：４０
28日 宮前団地
１３：５０～１４：１０
西中央公民館
１２：４０～１３：００
9月 1日 浜佐呂間小学校
15日
29日
１０：３０～１０：５０
9月 8日 ふれあいインサロマ
１２：４０～１３：００
22日 ※浜佐呂間小学校
（※22日は運休）
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
１３：４０～１３：５５
浜佐呂間 谷川宅前
１４：１５～１４：３０
知来 伊東宅前
１４：３５～１４：５０
知来 中原宅前
１５：１５～１５：３０
※佐呂間高校
（※8日は運休）
１０：１０～１０：２５
9月 2日 若佐小学校
16日
30日
１０：１０～１０：２５
9月 9日 若佐小学校
１２：４５～１３：０５
佐呂間中学校
１３：１０～１３：３０
夢ふうせん
１３：５０～１４：０５
浪速 上伊沢宅前
１４：１０～１４：２５
浪速 阿部宅前
１２：４０～１３：００
9月24日 浜佐呂間小学校

※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◆◆◆◆◆
小鳥を愛した容疑者

おおくら

たかひろ

大倉

崇裕／著

おおさき

ランプコントロール

◆◆◆◆◆一

大崎

般

よ し お

善生／著

書◆◆◆◆◆

日本酒手帳
ＳＳＩ／監修
根釧パイロットファームの光と影
は

が

しんいち

芳賀 信一／著
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教育委員会だより

図書館休館日のお知らせ！
◎９月の休館日
６日(月)
２１日(火)
３０日(木)

１３日(月)
２３日(木)

２０日(月)
２７日(月)

※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま
す。

「夢つうしん」

