
聴講にいらしてください！　－平成２６年度 寿大学スタート！－

４月２４日（木）、佐呂間町寿大学の入校式を町民センターで行い、平成２６年度の寿大学がスター

トしました。今年度は、新入生３名を含む１５７名の学生が入学し、一年間、講座とクラブ活動な

どを通じ、学びと交流を深めていきます。

今年度の講座は、５月からスタートし、来年の２月まで１９講座を実施する予定です。そのうち次

の講座は、一般公開していますので、興味のある方はぜひ聴講にいらしてください。

また、寿大学は年度途中からの入校も認められますので、興味のある方は一度寿大学に足をお運び

いただくか、社会教育課までご連絡ください。

　 平成２６年度　寿大学　一般開放講座　　（講師　敬称略）

　５月　９日（金）　【家庭菜園】　　　　　　　　遠軽木内種苗園　木内　一雄

　５月２３日（金）　【安全な暮らし】　　　　　　佐呂間町交通安全対策本部　高橋　亘

　６月　５日（木）　【逆流性食道炎】　　　　　　クリニックさろま　院長　後藤　誠

　７月　８日（火）　【健やかに生きる】　　　　　小林治療院　小林　精治

　８月　６日（水）　【戦争】　　　　　　　　　　文筆家　菊地　慶一

　８月２１日（木）　【ねむりと健康】　　　　　　睡眠健康推進機構　機構長　高橋　清久

　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　快眠セラピスト / 睡眠プランナー　三橋　美穂

　９月１７日（水）　【超能力者になろう】　　　　さいえんす北見　代表　浅利　誠

１０月　９日（木）　【まちの話】　　　　　　　　佐呂間町長　川根　章夫

１０月２２日（水）　【気象】　　　　　　　　　　網走地方気象台

１１月　６日（木）　【一人芝居 - フクシマ発 -】　  劇団風の子

１１月１８日（火）　【子どもたち】　　　　　　　佐呂間町教育相談員　尾崎　芳裕

１２月　５日（金）　【ピアノの魅力】　　　　　　佐呂間高校教諭　山本　真平

１２月１９日（金）　【健康づくり】　　　　　　　佐呂間町保健福祉課　菊地　望

　１月２２日（木）　【高齢者の生き方】　　　　　大昭寺住職　真如　和仁

　２月　６日（金）　【健康体操】　　　　　　　　佐呂間町武道館・温水プール　前　典宏

いずれの講座も、町民センターで午前１０時１５分頃から行います。
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★開催期日　６月２９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

付などの業務です。

今年もサロマ湖１００km ウルトラマラソンの

季節がやってきました。２９回目を迎える今年

の大会では、５０km の部、１００km の部を

合わせて４，１００名を超えるエントリーをい

ただいています。

実行委員会では、大会の運営をお手伝いいただ

けるボランティアスタッフを募集しています。

ご協力いただける方は、社会教育課までご連絡

くださいますようお願いいたします。

ボランティア募集！　－サロマ湖１００kmウルトラマラソン－

最後まで自分らしく生きる
－終活に関する講演会－

「私らしい終活」と題した佐呂間町芸術文化講

演会を３月２４日（月）に町民センターで開催

しました。

講師の東京都のＮＰＯ法人トータルライフサ

ポートの三国浩晃さんから、人生の最後まで自

分らしく生きていくためには何が必要か、元気

なうちに具体的に整理をし、それを誰に託すの

かを決めておくことなど、終活の必要性をお話

　　　　　　　　　　　　　　しいただき、参

　　　　　　　　　　　　　　加された皆さん

　　　　　　　　　　　　　　と自分らしい生

　　　　　　　　　　　　　　き方をどのよう

　　　　　　　　　　　　　　に選択していく

　　　　　　　　　　　　　　かを一緒に考え

　　　　　　　　　　　　　　ました。

社会教育カレンダーを
ご利用ください！

社会教育事業及び学校行事等を掲載した「社会

教育カレンダー」を下記施設に備えていますの

でご自由にお取りいただいてご利用ください。

★配置施設

・教育委員会・町民センター・図書館・体育館

・スター・若佐支所・浜佐呂間出張所

※カレンダーは、５月現在で予定されている

　事業を掲載しています。内容・開催日など

　変更する場合もございますので、あらかじ

　めご了承願います。

佐呂間の歴史、先人の苦労を学ぶ
－映画上映会「鉱毒に追われて」－

栃木地区への入植の経緯を描いた、小口一郎氏

による連作版画「鉱毒に追われて」を題材とし

た映画の上映会を、４月２１日（月）に栃木公

民館と町民センターで開催しました。

栃木公民館で行った上映会では、栃木地区の住

民を中心に６０名が集まり、会場は超満員とな

り熱気に包まれました。入植に当たっての先人

の苦労を描いた前半部分では、真剣な表情で画

面を見つめていましたが、終盤、４３年前の栃

木地区の日常風景の映像が画面に映し出される

と、会場の空気は一気に和み、懐かしい風景に

談笑しながら、映画を楽しみました。

上映会終了後は、篠崎監督から挨拶があり、「地

域の歴史を子どもたち孫たちにぜひ語り継いで

いってほしい。それが地域の文化を創ることに

つながる。」というメッセージを頂きました。

今回上映した映画のＤＶＤを寄贈いただきました。

ＤＶＤは、図書館で視聴することができますので、

今回見逃した方は、ぜひ図書館でご覧ください。

（貸し出しはできません。）
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小説・文芸書
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児童・青少年向け

　アナウンサーになろう！　　　　　堤
つつみ

　江
え み

実／著

　焼き上がり５分前！　　　　　　星
ほ し

　はいり／作

　１５の夏を抱きしめて　　ヤン・デ・レーウ／作

一般書

　ＮＨＫニッポンの里山　　　　今
い ま も り
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彦／監修
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火

曜

日

　５月１３日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２７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

　５月２０日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

水

曜

日

　５月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　５月１４日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２８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

木

曜

日

　５月　１日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１５日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　２９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

（※１５日・２９日運行）

　５月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

臨時休館のお知らせ

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２１日（水）から２５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、ご理解いた

だきますようお願いいたします。
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。

貸し出しベスト５
2013 年度中に最も多く読まれた本は…

《小説・文学》

①ホテルローヤル（桜木紫乃）

②モンスター（百田尚樹）

③海賊とよばれた男（百田尚樹）

④禁断の魔術（東野圭吾）

⑤夢幻花（東野圭吾）

《一般書》

①うちの３姉妹（松本ぷりっつ）

②まめゴマ（ヨネムラマユミ）

③しずくちゃん（ぎぼりつこ）

④名探偵コナン（青山剛昌）

⑤ぜ～んぶホットケーキミックスのおやつ

《児童書》

①デュエル・マスターズ超全集Ｅ１

②ディズニー全キャラクター大事典２５０

③ポケットモンスターダイヤモンド・パール大

　ずかん

④ジュエルペットキャラじてん

⑤ポケモンくらべる図鑑

《絵本》

①だるまさんが（かがくいひろし）

②こびとづかん（なばたとしたか）

③バナナじけん（高畠那生）

④んふんふなめこ絵本（トモコ＝ガルシア）

⑤うそつきマルタさん（おおのこうへい）
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この春スターで
からだイキイキ元気アップ！！

平成２６年度「プール」及び「トレーニ

ング」事業のお知らせ

スタートレーニング事業

★期　　間　５月８日（木）～３月３１日（火）

★実施内容

　１．運動相談

　２．初心者教室

　３．メニュー作成・指導

　４．体力測定

　５．ワンポイント指導

★対　　象　一般男女（初心者から上級者まで）

★回　　数　１回

　　　　　　（メニュー作成は事前にカウンセリング）

★時　　間　４５分～６０分

　　　　　　（運動相談は１０分～１５分程度です。）

★定　　員　３名（運動相談は１名）

★場　　所　トレーニングルーム、会議室等

★申込方法　電話にて氏名、電話番号、年齢をお伝

　　　　　　えください。

　　　　　　また、希望される日程と時間をお伝え

　　　　　　ください。

　　　　　　ご不明な点がございましたらスターま

　　　　　　でお問い合わせください。

５月の休館日のお知らせ
◎町体育館の休館日
　５月　３日（土）　　４日（日）　　６日（火）

　　　　７日（水）　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
　５月　４日（日）　　５日（月）　　６日（火）

　　　　７日（水）　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
　５月　３日（土）　　４日（日）　　５日（月）

　　　　６日（火）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２１日（水）　２５日（日）　２６日（月）

　　　３１日（土）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

　（２１日～２５日は蔵書点検のため臨時休館）

～

★実施期間・クラス・曜日

・第１期　５月１４日（水）～６月１２日（木）

　Ａクラス（水の力で姿勢すっきり）

　Ｂクラス（はじめてのクロール）

　

・第２期　６月１８日（水）～７月１７日（木）

　Ｃクラス（水の力で脂肪すっきり）

　Ｄクラス（はじめてのクロール息継ぎ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・第３期　８月２０日（水）～９月１８日（木）

　Ｅクラス（水の力で肩こりすっきり）

　Ｆクラス（クロール・背泳ぎレベルアップ）

・第４期　９月２５日（水）～１０月２９日（水）

　Ｇクラス（水の力で腰すっきり）

　Ｈクラス（平泳ぎ・バタフライレベルアップ）

★開催時間　午後７時～８時

★回　　数　各クラス　全５回

★対　　象　中学生以上

★定　　員　各クラス１０名（先着順）

★申込方法　電話又はスターへお越しください。

元気アップスイミング
マスターズコース申込受付中！

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週水曜日

毎週木曜日

毎週水曜日

毎週木曜日


