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たくさんの仲間と一緒に 

楽しく学びませんか！ 

平成２３年度の「寿大学」が、４月から

開講されます。 

 午前中は講義を中心と

した学習を、午後からはそ

れぞれのクラブに所属し

て運動や趣味、創作活動な

どを楽しみます。 
 市街地区以外から通学される方のた

めに、通学バスも運行されています。 

サイエンスキャラバンで 

科学現象を体験しました！ 

今年で１２回目を迎えるサイエンス

キャラバンが２月２０日に町民セン

ターで開催されました。当日は、管内の

小中高校の先生などによるブースに加

え、各子ども会の父母によるブースも設

置され、１４個のブースで様々な実験や

工作が行われました。 

 会場にはたくさんの子供たちや家族

づれが集まり、それぞれのブースをまわ

りながら

目の前で

おこる不

思議な現

象を大い

に楽しん

でいまし

た。 

スキーが大スキになりました！ 

今年の４月から小学生になる幼児を対

象とした「ちびっ子スキー教室」が１

月１５日から２月５日の毎週土曜日

（全４回）に開催され、毎回たくさん

の参加者が集まりました。 

 最初は斜面を登ることも大変だった

子ども達も、あきらめず一生懸命練習

を重ね、みるみる上達していました。 

 小学校に入学してからも、色々なス

ポーツにチャレンジしてください。 

あなたもたくさんの仲間とともに学ん

でみませんか？ 
 

入学資格：町内在住の６５歳以上の方 

申込方法：「入学申込書」に必要事項を記

入の上、社会教育課又は町民セ

ンター事務室へ提出してくださ

い。（入学申込書は、町民セン

ター・老人福祉センター、また

は各地区老人クラブ会長さんよ

りお受け取りください。） 

申込締切：平成２３年４月４日（月） 

受 講 料：１,５００円（年間） 

 ※このほかに運営委員会費（２，０００

円予定）がかかります。      

問合せ先：社会教育課（２－１２９５） 
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中学生・高校生 

パーマ市へ行ってきました！ 

佐呂間中 高校生姉妹校派遣事業によ

り、中学生４名と高校生２名が１月１２

日～２７日の間、姉妹都市のパーマ市を

訪問しました。 

 参加した生徒の感想を抜粋して紹介

します。 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

初めての学校の日に、いつもより１時間早く起き
て用意して行きました。全校生徒の前で歌を歌っ
た時は、すっごく恥ずかしかったし緊張もしまし
た。でも、楽しかったです。授業にも、少し出ま
した。先生が食べながら授業をしていたり、黒板
ではなくて、パソコンの映像を映していたりして
いました。やっぱり全然学校の作りも違って、い
ろいろ勉強になりました。皆、積極的に話しかけ
てくれて、とてもよい子ばかりでした。あと、部
屋を用意してくれて、生徒の作ったクッキーが置
いてあって、すっごくおいしかったです。お米も
毎回行くたびに炊いといてくれていました。でも
おかずがなかったので食べれなかったです。 
 土曜と日曜は買い物をしたり、スキー場に行っ
たりしました。デパートの作りはあまり変わらな
かったんですが、売ってる物が巨大でした。 
 

（佐呂間中学校２年 畑山千尋子さん） 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

私はパーマへ行って驚いたことや初めてのことが
たくさんありました。学校では、生徒一人一人に自
分のロッカーがついており、ノートなどの勉強道具
が入っていました。とても楽しそうだったので、佐
呂間中学校もこうしてほしかったなぁと思いまし
た。昼食は学校に食堂のようなものがあって、そこ
で買う人もいれば、お弁当の人もいたのですが、私
のホストファミリーの家ではお弁当でした。そのお
弁当の内容というのは、ポテトチップス、サンド
イッチ、飴のようなものなど、私たちでは３時のお
やつで食べるような物が食事で、びっくりしまし

た。このように私の「常識」では考えられないこと
がたくさんありました。しかし、私の「常識」は、
あちらの人は逆に「非常識」なのかもしれません。
こういう考え方が出来るのも、姉妹都市のパーマへ
行けたから考えられることなのかも知れません。こ
の不景気にお金を出してくれた親には、とても感謝
しています。 
 

（佐呂間中学校２年 小林真理子さん） 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

僕は今回、アラスカ州にあるパーマ市に行きまし
た。自分の抱負は、パーマ市と佐呂間との違いと
かを勉強したいと思いました。抱負はあくまで目
標で、とにかく良い思い出になればいいかな、と
思いました。 
 向こうに着いたときは、自分の英語が通じるのか
な、とか、何か事件を起こさないかな、と不安はす
ごくありました。また、同時に緊張もありました。 
ホストの人たちと会った時は、思った以上に優しく
してくれて、少し緊張も軽くなりました。パーマ市
では、いろいろなことがあったが、良いことも悪い
ことも忘れないで、これからも色々と自分のために
役立てていきたいです。そして、今回パーマ市に行
かせてくれた家族や親戚に感謝したいです。夏に
パーマから来る人を、今度は自分が迎える番なの
で、来る人が楽しく日本の日々を充実して暮らせる
ように、頑張って接していきたいです。 
  

（佐呂間中学校２年 福岡直央也さん） 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

１月１５、１６日はホストファミリーと終日フ
リーでしたが、ショッピングセンターに行った
り、ゲームをしたり、ケビンのホッケーを見に
行ったりと、あまり退屈しませんでした。次の
日、中高生とホストファミリーでタルキートナ観
光でした。最初にワシラ高校で体を使ったゲーム
をし、その後タルキートナへ移動。そして、そこ
で昼食を食べた後、国立公園自然保護事務所で
マッキンリーという山についてのビデオなどを見
ました。その後、１７:００からワシラでボーリン
グをしました。ボーリング場で解散して就寝。 
 １月１８日、ホスト生徒と市内見学にて、９：１
５よりスタンプアクティビティーにて本のしおり
を作ったり、１０：００市役所でパーマの歴史を学
び、次に１１：１５よりアイススケート、そこで昼
食をとり、１３：３０より図書館見学でした。アイ
ススケートは久しぶりで楽しかったです。 
 

（佐呂間中学校２年 高瀬陽季さん） 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

今年の１月１２日から２７日に、私は佐呂間町の
姉妹都市の交流事業に参加しました。私は中学生
の時にも訪れた経験があるので、あまり緊張せず
に過ごすことができました。 



            教育委員会だより 「夢つうしん」         《３》 

夢通信 2011年3月号 №240 

あなたの健康づくりを 

サポートします！ 

スターで実施中の「セルフトレーニングサ

ポート」をご存知ですか？ 

「最低限の指導だけ受けて、あとは自分の

ペースでトレーニングを行いたい」という

方にピッタリのプログラムです。 

「初心者教室」や「体力測定」はもちろん

「自宅用運動メニューの作

成 指導」等も行います。それ

以外にも可能な限りお客様

の様々なご希望に合わせて

図書館映画上映会のお知らせ！ 

春休み期間中に映画上映会を開催しま

す。上映作品は「ねずみ物語～ジョージ

とジェラルドの冒険～」（５３分）です。 

お友達と一緒にいらしてくだ

さい。 

※小さなお子さんは保護者

同伴でお願いします。 
 

日 時：３月２６日（土） 

   午後１時３０分から 

場 所：児童館 プレイルーム 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎３月の休館日 
   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２２日(火) ２８日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

 
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 

飛行機で十数時間、着いたアラスカは緯度が間
違っているのではないかと思うほど暖かく、ホス
トファミリーが迎えに来てくれたアンカレッジ空
港の外には雪が全くありませんでした。 
料理上手なお母さんウェンディーとユーモアを交
えてプレゼントをくれるお父さんラジャーと、日
本語が大好きなキサと素晴らしい１２日間を過ご
すことができました。 
 辞書をあまり使わずに会話が出来ましたが、
もっと意思の疎通が出来るように私の英語のレベ
ルを上げたいと思いました。 
 

（佐呂間高校１年 堀 いずみさん） 
 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆  

１月１２日から２７日までの２週間、姉妹都市の
アラスカ、パーマ市を訪問しました。私がパーマ
市を訪問するのは、中学校１年生の時に一度行っ
ているので、今回は２回目の訪問でした。前回は
初めてだったので少し不安がありましたが、今回
は不安は無くパーマへ行くのがとても楽しみでし
た。 
 私のホストファミリーは、私を暖かく受け入れ
てくれました。家では、一緒にＤＶＤを見たり、
佐呂間や日本のこと、お互いの生活や文化の違い
など、いろいろな話をすることで、コミュニケー
ションをとることが出来ました。また、学校でも
たくさん友達ができ、とても嬉しかったです。 
 言葉や文化の違う環境で生活することはとても
刺激的で、今回のパーマ市訪問は本当に良い経験
になりました。この経験を、将来役に立たせるこ
とが出来ればいいな、と思います。そして、もっ
とたくさんの人にこの楽しさを知ってもらいたい
です。 

（佐呂間高校１年 為広愛美さん） 

て対応いたします。どうぞお気軽にご利用

ください。 
 
「セルフトレーニングサポー

ト」の活用例 
★中学生の娘が部活でケガをし

やすいので、バランス能力を

高めるトレーニングを教えて

欲しい。(保護者同伴となります) 
★腰や肩、首の違和感を改善する体操を習 

いたい。 

★体幹を強化するトレー二ングをチームの

仲間と習いたい。 
 
など利用法は様々です。「こんなこともやっ

てもらえるかな？」というご希望や質問等

ございましたらお気軽にご相談ください。 



《４》         教育委員会だより 「夢つうしん」             

夢通信 2011年3月号 №240 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎３月の休館日 
 
   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２２日(火) ２８日(月) ３１日(木)  
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になり

ます。 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

母子寮前          小谷野
こ や の

 敦
と ん

／著 
ランウェイ ビート     原田

は ら だ

 マハ／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

ハローキティＢｏｏｋ      講談社
こ う だ ん し ゃ

／編 
深愛            水樹

み ず き

 奈々
な な

／著 
        

※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。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 
 
 
 
  

 3月 1日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

   15日 （※29日は運休）  

  29日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 3月 8日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 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 
 
 
 
  

 
  

 3月 2日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    16日   

 3月 9日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    23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 

 （※9日は運休）  

 3月 3日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    17日   

 3月10日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    24日 （※24日は運休）  

    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 

木 
 
  

     

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

おかえり、またあえたね   石井
い し い

 光太
こ う た

／著 
いちねんせいがあるきます！ 

              北川
き た が わ

 チハル／作  
◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 

 
ダメ！       くすのき しげのり／作 
あなたがだいすき    リザ ベイカー／作 

ブックスタートは楽しい！！ 

今年度から始まったブックスタートで

は、図書館職員やボランティアが、赤

ちゃんと保護者の方に絵本の読み聞か

せを行ない、名前の入った絵本をプレゼ

ントしています。 

 これまで３９組の親子にご利用いた

だいています。 

 赤ちゃん

は語りかけ

てもらうこ

とを通して、

自分がとて

も大切にさ

れているこ

と、人を信頼

すること、言葉でコミュニケーションを

持つことを体感しています。そのような

時間の中で豊かな心が育まれていくとい

われています。それは大人にとっても、心

安らぐ子育ての時間になります。 

ブックスタートでは読み聞かせボラ

ンティアの方を募集しています。読み

聞かせの経験がない方も一度、会場へ

いらして下さい！９ １０ケ月の乳幼児

健康診査の前に佐呂間コミセン２Ｆ和

室で実施しています。詳しく

は図書館（２－２２１５）へ

お問い合わせ下さい。 

 

 


