皆さんは、
「子育て講座」をご存知でしょうか？
家庭教育推進会議が中心となり、子育て支援に
関する様々な講座を実施しています。
家庭教育推進会議は、佐呂間町における子ども
に携わる団体（ＰＴＡ・子育て支援団体・スポー
ツ少年団）や行政機関（保健師・子育て支援セ
ンター・教育委員会）などが集まり、子育てや
家庭教育の推進を支援することを目的に活動す
る組織として、平成１６年度に発足しました。
推進会議では、これまで、学校への出前事業、
保護者や一般町民向けの講演会、家族で参加で
きる体験事業などを実施していきます。
特に近年は、食育・自然体験型の事業を多く取
り組み、地域の魅力を再発見できる内容で事業
展開を行っています。

平成２５年度は、
「畑」、
「海」、
「森」を題材に食育・
自然体験講座を実施しました。
食育講座では、育てて食べるということだけで
なく、地域の産業を学んだり、地域行事への参
加も行っています。一つの食材を通じて広く地
域を学べる機会を提供しました。
また、初めて開催した音楽会では、普段あまり
鑑賞することのないオペラの世界観を気軽に楽
しんでもらい、質の高い生の音楽に触れてもら
いました。

今年度も、幼児、小学生、中学生、高校生と保
護者を対象に、
「畑」や「海」をテーマとした食育・
自然体験学習や、子育て支援に関する講演会を
開催する予定です。
具体的な内容が決まり次第、お知らせしますの
で、ご家族で地域の魅力を体験してください。
また、事業に対するご意見・ご要望などがあり
ましたら、社会教育課までご連絡ください。

支え愛の地域づくりを考える
－第２９回全町女性の集い－
佐呂間町女性連絡会議主催の「全町女性の集い」
が２月２３日（日）に町民センターで開催され
ました。
今年度は、町地域包括支援センター、教育委員
会の共催により「支え愛の地域づくりを考える
講演会」として実施され、講師の元ＨＢＣアナ
ウンサー松永俊之さんから、人生の生い立ちや
アナウンサー時代のエピソード、ボケ防止のた
めのアドバイスを笑いを交えながらお話しいた
だきました。
午後の部では、「笑いヨガ」の実技が行われ、
講師の森実さんから、身体を使って笑いの効果
を指導いただきました。場内は終始笑いで包ま
れ、参加された皆さんは、大いに笑って、心も
体もリフレッシュされたようでした。

「寿大学」２５年度学習課程修了
－第３８回卒業式

第４１回修了式－

３月４日（火）、町民センターで平成２５年度
佐呂間町寿大学卒業式・修了式を行いました。
４年間の学習課程を修了した６名が卒業を迎
え、年間の授業時数の２／３以上を受講した
１４５名の学生が修了証を受け取りました。
また、卒業後も研究生として学習を続け、１６
年間寿大学を修了した学生に贈られる博士号も
３名の学生に授与されました。
式典終了後には、クラブ発表会が行われ、各ク
ラブが一年間の活動の成果を発表しました。
今年度の寿大学は、４月２４日（木）に入校式
を行い、５月からは講座・クラスがスタートし
ます。講座の内容によっては一般公開もいたし
ますので、興味のある方はぜひ一度のぞいてみ
てください。

グループでの学習活動には、“まなびすと”を活用ください！
“まなびすと”とは、町民のみなさんの自主的な学習活動を支援することを目的とした制度で、町
内にお住まいの方、５名以上の団体・グループが利用できます。
皆さんもこの制度を有効に活用して、様々な学習・文化・スポーツ活動に取り組んでください。
地域学習活動支援事業“まなびすと”

○支援内容
指導・助言…学習情報の提供、講師紹介

○支援対象学習活動

金銭的支援…講師・指導者に対する謝礼

町民５名以上で自主的に企画・立案して実

学習に必要な消耗品

施する学習活動等

※謝礼２０，０００円、消耗品

ただし、次の団体は対象外になります。
・町から補助を受けている団体

５，０００円が上限
会場提供……公共施設使用料免除

・すでに継続的に活動を行っている団体
※既存活動以外の学習活動は対象になり
ます。（外部講師による学習会等）
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詳しくは、社会教育課ま
でお問い合わせください。

小説・文芸書
か ん だ

ぼくの守る星

しかけ絵本を展示します！
４月２３日（水）の「子ども読書の日」にあわ
せて、４月１５日（火）から５月２日（金）ま
で、児童閲覧室において、しかけ絵本の展示を
行います。
ページをめくるたびに出会
う新たな驚きに、あなたが
とりこになること間違いな
しです！

利用者登録をお願いします！
はじめて図書館をご利用される場合、事前の登
録が必要になります。所定の用紙に、氏名・住
所・電話番号などをご記入いただきます。登録
後、利用者カードを発行いたします。
また、５年間図書館のご利用がない場合も、再
登録の手続きが必要になります。

なかはら

カノン

足尾鉱毒事件の被害者救済に尽力した田中正造
の没後１００年を迎え、彼の思想や足跡を追う
企画が本になりました。
図書館では、この本「伝える正造魂」をお読み
いただけます。佐呂間町栃木地区とその住民の
方々についての話も記されています。

人形劇サークル“ぱんぷきん”
メンバー募集！
“ぱんぷきん”は、保育所や図書館で人形劇公
演を行っているサークルです。
あなたも仲間になりませんか？
年齢や性別は問いません。
毎週木曜日に図書館で練習
をしていますので、気軽に
見学にいらしてください。
詳しくは、図書館までお問
い合わせください。

清一郎／著

れんじょう

小さな異邦人

茜／著

せいいちろう

中原

み き ひ こ

連城

三紀彦／著

一般書
しのはら

神山プロジェクト

ただし

篠原

匡／著

たかくわ

山小屋の主人を訪ねて

しんいち

高桑

信一／著

ま き た

難病カルテ

まさのり

蒔田

備憲／著

児童・青少年向け
し い な

アイスプラネット

まこと

椎名
す ぎ た

ジョバンニの島

誠／著

しげみち

杉田

成道／原作

アナと雪の女王

ｻﾗ・ﾈｲｻﾝ／著

えほん
きたむら

おにぎりにんじゃ

なかお

ルイスがたべられちゃったひ

１日 ※佐呂間小学校

曜
日

裕花／作
けいこ／絵

ｼﾞｮﾝ・ﾌｧｰﾃﾞﾙ／作

１５日 若佐消防
火

ゆ う か

北村

ふなっしーのおはなっしー

４月

「伝える正造魂」

あかね

神田

10：10 ～ 10：30
13：10 ～ 13：30

若佐コミセン前

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

14：00 ～ 14：15

（※１５日のみ運行）
４月

８日 佐呂間小学校
２２日 宮前団地

４月

10：10 ～ 10：30
13：20 ～ 13：40

西中央公民館

13：50 ～ 14：10

２日 ふれあいインサロマ

10：30 ～ 10：50

１６日 ※浜佐呂間小学校

12：40 ～ 13：00

３０日 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

水

浜佐呂間 谷川宅前

13：40 ～ 13：55

曜

知来 伊東宅前

14：15 ～ 14：30

日

知来 中原宅前

14：35 ～ 14：50

※佐呂間高校

15：15 ～ 15：30

（※１６日、３０日運行）
４月

９日 浜佐呂間小学校

12：40 ～ 13：00

２３日
３日 ※若佐小学校

10：10 ～ 10：25

１７日 ※佐呂間中学校

12：45 ～ 13：05

４月

木
曜
日

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

（※１７日のみ運行）
４月１０日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

２４日
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５月１日（木）午後１時
温水プールの営業を再開します！
「がんばる」ことの楽しさと「協力
する」ことの嬉しさを体感！
１月８日から実施し
てきました「体育が
好きになりスポーツ
がうまくなる。」子
ども運動教室が３月
１４日をもって１９
回全て終了しました。
教室では、発育発達運動に基づく「体幹トレー
ニング」や、神経系の働きを良くする「コーディ
ネーショントレーニング」、また、巧緻性や様々
な判断能力を養う「運動あそび」などを行いま
した。終了後の体力測定では、大部分の子ども
たちが自分で立てた目標をクリアしました。
運動能力の向上だけではなく、努力することの
楽しさや力を合わせて物事を成し遂げる喜び、
ルールやマナーの大切さなども学び、様々な面
で子どもたちの成長が見られました。
この教室で学んだことを、これからの学校生活
やスポーツ活動などにぜひ生かしてください。

お待たせしました！
いよいよプールの営業を開始します。
水泳はもちろん、生活習慣病予防・改善に効果
的な水中ウォーキングもおすすめです。
どうぞお気軽にご利用ください。
★開設期間

５月～１０月

★開設時間
火～金

午後１時～午後９時
但し学校プール授業の期間は午前１０時
から開館

土・日

午前１０時～午後５時

★使用料
小学生

１回券１００円
回数券（６枚綴り）５００円

大

人

１回券３００円
回数券（６枚綴り）１，５００円

※その他の料金設定は、お問い合わせください。
★その他
ご利用の際は、水着、タオル、
スイミングキャップをご用意
ください。

4 月の休館日のお知らせ
◎町体育館の休館日
４月

５日（土） １２日（土） １９日（土）
２６日（土） ３０日（水）
※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
４月

個室感覚でエクササイズ！
１階会議室を運動スペースとして開放していま
す。「ストレッチ体操」や「体幹トレーニング」、
お友達同士おしゃべりしながらストレッチポー
ルでエクササイズという使い方も可能です。利
用時に受付に使用の旨を伝えていただければ、
どなたでもご利用いただけます。どうぞお気軽
にご活用ください。（中学生以下は保護者同伴）
★開館時間内（レッスン時は利用できません）
★料金
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１００円（共通個人使用料）

７日（月） １４日（月） ２１日（月）
２８日（月） ３０日（水）
※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
４月

７日（月） １４日（月） ２１日（月）
２８日（金） ２９日（火） ３０日（水）
※月曜日・祝日及び図書整理日休館

春の学び推進月間です！
毎年４月は、
「北海道春の学び推進月間」です。
“知りたいと思う気持ちがスタートだ”

