
６月３０日（日）に、サロマ湖１００km ウル

トラマラソンを開催しました。今年で２８回を

迎えた大会には、約３，５００名のランナーが

雄大なサロマ湖を駆け抜けました。佐呂間町か

らは、１００km の部に１７名、５０km の部

に１４名の選手が出場し、沿道からの温かい声

援を受けながら、自らの限界に挑戦しました。

この大会は、たくさんのボランティアの方々の

雄大な景色を堪能しながら、サロマ湖を走破！－サロマ湖 100kmウルトラマラソン－

町内３つの保育所の幼児と、あいあいらんど参

加親子を対象に、「イキイキわくわく音楽会」

と題したミニコンサートを７月１１日（木）に

佐呂間保育所で開催しました。

札幌市の「パフ・ファミリー」による、テレビ

で人気のアニメソングや手遊び歌を中心とした

ステージに、子どもたちは、一緒に歌ったり、

立ち上がって踊ったり、手拍子をしながらコン

サートに参加し、心と体いっぱいに音楽を楽し

んでいた様子でした。

－イキイキわくわく音楽会－

歌って・踊って楽しみました！

寿大学の学生が自主活動として、交通安全運動

街頭啓発活動を行いました。

７月２日（火）に国道３３３号線沿いの栃木駐

車帯にて、遠軽警察署、佐呂間町交通安全対策

本部の協力のもと、旗の波によるセーフティー

コールを実施。炎天下の中、９１名の学生が、

交通安全旗や、メッセージボードを掲げ、ドラ

イバーにスピードダウンやシートベルト着用な

ど、交通事故防止を呼びかけました。

－寿大学生　交通安全街頭啓発－

交通事故防止を呼びかけました

ご協力により運営しています。今年も、自治会

や企業、団体など多くの町民の方々にご協力い

ただきました。

また、中学生、高校生の皆さんが、各関門で一

生懸命に選手への声援やサポートを行ってくれ

ました。

ご協力いただいた皆さまに、事務局一同心から

感謝申し上げます。
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毎年、小学生、中学生を対象として開催している「少年文化劇場」。今年の小学生向け企画は、「影

絵人形劇」、中学生向け企画は、「柴田三兄妹　津軽三味線・民謡ライブ」です。

一般の方もご覧いただけますので、この機会にぜひ足をお運びください。

「少年文化劇場」を開催します！　ー影絵人形劇・津軽三味線 民謡ライブー

- 中学生対象事業 -

柴田三兄妹　津軽三味線・民謡ライブ

日　時：８月３０日（金）

　　　　午後０時５０分開演（６０分）

場　所：佐呂間中学校体育館

内　容：津軽三味線・民謡ライブ

■柴田三兄妹プロフィール

父の影響で幼い頃に民謡を習い始める。

2002 年、兄妹三人で津軽三味線を弾き始める。

三味線三丁での演奏を生かし、独創的な楽曲を生み

出している。全国大会に挑戦し、個人団体合わせて

38回の優勝。中でも津軽三味線全日本金木（かなぎ）

大会団体の部に於いては、前人未踏の五連覇を達成。

三兄妹にしか出せない津軽三味線の音色は、人々を

魅了してやまない…

- 小学生対象事業 -

影絵人形劇「白いりゅう黒いりゅう他」

日　時：９月３日（火）

　　　　午前１０時開演予定（９０分）

場　所：佐呂間小学校体育館

内　容：劇団みんわ座　影絵人形劇

　　　　「白いりゅう黒いりゅう」

　　　　「とべないホタル」他

■大迫力！三面スクリーンに多彩な光で劇を創造！

みんわ座は、操演者自身が縦横無尽に動く「江戸写

し絵」の手法を、影絵人形劇にも取り入れ、ダイナ

ミックで躍動感ある表現が特徴です。演目は、現代

創作民話の名作揃い。スクリーンは、間口 14m に

も及び、迫力満点。左右のサブスクリーンを活用し

た多彩な情景表現も作品に深みを与えます。

今年も、６月２０日（木）から７月１日（月）

の日程で、姉妹都市のパーマ市から中学生４名、

高校生２名、引率教諭２名がやって来ました。

一行は、学校の授業に参加のほか、座禅体験、

日本食の料理教室、和楽器（箏）演奏など、初

めての経験をしたり、１００km ウルトラマラ

ソン大会のサポートをしたりと、佐呂間の夏を

満喫し、帰国の途につきました。

佐呂間町からは、９月１０日（火）から２１日

（土）の日程で、中学生４名、高校生１名、引

率２名がパーマ市を訪問する予定です。

パーマ中高生がやって来ました！　ー姉妹校から短期留学生来町ー
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★その他のポイント３倍キャンペーン

　対象事業

○元気アップスイミング「ベビーコース」

○トレーニングサポート「体力測定」

○元気アップおやこ広場

※「初心者コース」、「ベビーコース」、「体力測

　定」は予約制です。詳しくは、お問い合わせ

　ください。

これからの季節、プールを利用

することも多くなると思いま

す。今一度プールを利用する際

のルールを確認して、安全に楽

しく施設を利用しましょう。

ルール・マナーを守って
楽しく泳ぎましょう！

◎小さなお子さまをお連れの方は、遊泳中、

　プールサイドや更衣室等において、お子さ

　まから目を離さないようお願いします。

◎プール給水口（プール槽の底にある銀色の

　四角い蓋）では、体が吸い付く恐れがあり

　ます。絶対に近づかないでください。

◎コースロープ、フロア台（赤い台）の下、

　小プールの柵は大変危険です。絶対に近づ

　かないでください。

◎入水時の飛び込み、プールサイドを走る行

　為、人に抱きつく行為は大変危険です。お

　やめください。

◎その他、監視員の指示には必ず従ってくだ

　さい。

７月１７日（水）から３回にわたって、来年度

新一年生を対象としたプール教室を開催しまし

た。参加した２７名の子どもたちは、初歩の水

泳を学びながら、プールの使い方や公共施設で

のルール・マナーも学び、ひと足先に一年生を

練習しました。顔付けが少し苦手な子もいまし

たが、みんな最後まで一生懸命頑張りました。

元気アップスイミング「ちびっこ
コース」で一年生を練習しました

★初心者教室
１０月末までの期間、トレーニングルームを初

めて使う方や久しぶりに使う方を対象とした

「初心者教室」にお申し込みいただき、参加す

ると、“ゲンキマイレージ”が３ポイントもら

えます。

「初心者教室」では、トレーニングマシーンの

安全で効果的な使い方を約６０分で学べます。

この機会にトレーニングで“健康生活”始めま

せんか？

この夏、「脂肪」減らして「ポイント」貯める！

－ゲンキマイレージ「夏のポイント３倍キャンペーン」実施中－

★サロマゲンキマイレージ

佐呂間町で開催している健康づくり事業に参加すともらえるポ

イントのことです。ポイントは一定の期間、貯めることができ

ます。ポイントを貯めると、道の駅サロマ湖「物産館みのり」

で地元特産品等と交換できます。抽選でふるさと商品券が当た

るチャンスもあります。
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個人や団体で、あおぞら号の巡回を希望される方は図書
館までご連絡ください。

火

曜

日

　８月　６日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２０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

（※２０日のみ運行）

　８月１３日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２７日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

（※２７日のみ運行）

水

曜

日

　８月　７日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２１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

（※２１日のみ運行）

　８月２８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　８月　８日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２２日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

浪速 上伊沢宅前 14：00 ～ 14：15

浪速 阿部宅前 14：20 ～ 14：35

　　　 （※２２日のみ運行）

　８月２９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

８月の休館日のお知らせ
◎町体育館の休館日
　８月　３日（土）　１０日（土）　１７日（土）

　　　２４日（土）　３１日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
　８月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２６日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
　８月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２６日（月）　３１日（土）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

えほん

　なんでやねん　　　　　　　中
な か が わ

川　ひろたか／文

　かぶとむしランドセル　　ふくべ　あきひろ／作

　ならの木のみた夢　　　　やえがし　なおこ／文

小説・文芸書

　巨鯨の海　　　　　　　　　　　　伊
い と う

東　潤
じゅん

／著

　月神　　　　　　　　　　　　　　葉
は む ろ

室　麟
り ん

／著

　総理の夫　　　　　　　　　　　原
は ら だ

田　マハ／著

児童・青少年向け

　富士山の大図鑑　　　　　　　　富
ふ じ が っ か い

士学会／監修

　ふしぎな声のする町で　　　ほしお　さなえ／文

　はれたまたまこぶた　　　　　　矢
や だ ま

玉　四
し ろ う

郎／作

一般書

　富良野ラベンダー物語　　　　　岡
お か ざ き

崎　英
ひ で お

生／著

　大・大往生　　　　　　　　　　　鎌
か ま た

田　實
みのる

／著

　日本の決断　　　　　　　　　櫻
さ く ら い

井　よしこ／著

図書館の本や雑誌は、町民みんなの

大切な財産です。次のとおり、本を

汚したり傷つけたりしないようにご

利用願います。

本の取り扱いについてのお願い

○本への書き込みはしないでください。

○本を開いたままふせたり、ページを折り込

　んだりしないでください。

○飲食や喫煙をしながらの読書は、本を傷め

　るおそれがあります。

○小さい子やペットのいる場所に、本を放置

　しないでください。

○雨や雪などの悪天候の日には、袋などに本

　を入れて持ち運びください。

○ページはずれなどの軽い傷みは、図書館で

　修理できる場合がありますので、ご自分で

　修理せずにカウンターへ申し出ください。

○とりのぞくことが難しい汚れがついたとき

　や、大きく本を傷めてしまったときなどは、

　職員が事情をお聞きします。損傷がひどい

　場合は、弁償していただくことがあります。


