ーわんぱく広場（宿泊交流体験）ー

昔ながらのおもちゃ作りに挑戦！
竹馬や凧を作って遊びました
７月２９日（水）から２泊３日の日程でわんぱ
く広場（宿泊交流体験）を開催し、小学４～６
年生２８名が参加しました。今年は「タイムト
リップ」と題し、竹馬や凧など昔ながらの遊び
道具を自分達で作って遊びました。他にもダン
ボールを使ってピザを焼いた野外炊飯、花火や
流しそうめんといった体験をし、夏休みの思い
出を作りました。
今年度も食生活改善推進員さんをはじめ、竹馬
作り等地域の皆さんにご指導・ご協力をいただ
きました。どうもありがとうございました。

ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

広島原爆被爆体験伝承者による
語り部の会
戦後７０年を迎え、被爆体験者が少なくなって
いく今、継承者による被爆体験を聴き、原子爆
弾の恐ろしさ、「戦争とは何か」を考えます。
◆日

時：９月２５日（金）
開場 午後６時３０分
開演 午後７時
◆場
所：日本キリスト教会 佐呂間教会
（佐呂間町字宮前町）
◆入 場 料：５００円
◆主
催：戦後７０年広島原爆被爆体験を聴
く会実行委員会
◆問合せ先：実行委員会代表
２－３７５２（国府方）
【語り部】
土橋道子氏（広島市）
『被爆体験者の体験を正確に伝
えながら、被爆した母の思いを
生かし“戦争をしないために何
ができるか”を問いかける。』
◎今年度（平成２８年３月まで）の芸術文化支
援事業の受付はまだ行っております。事業実
施を計画している方は、早めに社会教育課（２
－１２９５）までお問い合わせください。
（公演実施の３ヶ月前までを目安とします。）

< 参加者の感想文から（一部抜粋）>
・ぼくは、わんぱく広場に初めて来て、少し不
安なことも多かったけど、二日目には仲もよ
くなり昔のおもちゃ作りでたこと竹馬を作っ
て、たこはすぐにこわれてしまったけど、竹
馬は練習してうまくなったのでよかったです。
・心に残ったことは、みんなでご飯を作ったこ
とです。みんなで協力して作りました。がん
ばって作ったごはんはおいしかったです。
・この３日間で一番楽しかったのは、セロハン
水族館です。最後に白い布にみんなの作品を
はってうしろから光をてらしたときすごくキ
レイでした。来年もきたいです。

佐呂間町 PTA 連合会研究大会
兼 教育講演会開催のお知らせ
１１月１２日（木）午後６時３０分から町民セ
ンターにて、（株）北海道フットボールクラブ
よしかず
（コンサドーレ札幌運営会社）社長 野々村芳和
さんをお招きし、講演会を開催します。
詳細につきましては、次号でお知らせ致します。

教育相談のご案内

ー寿大学 活動報告ー

小学生と楽しく交流しました
８月５日（水）に、町内の小学生１７名が寿大学

一人で悩まないで！

（高齢者学級）の 1 日体験に訪れて、パークゴル
フクラブ、コーラスクラブ、絵手紙クラブにそれ
ぞれ分かれて、寿大学生と一緒に活動しました。
地域の子ども達と直接ふれあうことができ、どの
クラブでも交流を楽しんでいるようでした。

まずは、
電話で気軽に
ご相談ください。
教育委員会では、教育相談の窓口として教育
相談員（尾﨑相談員）を配置しています。
不登校やいじめ、就学など学校生活にかかわ
ることについて、随時相談をお受けしていま
す。一人で悩まないで、解決の糸口を一緒に
考えていきましょう。
（教育委員会管理課

第９回安保 真（あんぼ まこと）
「サロマふるさと展」
を開催します
佐呂間町出身で、国内外で広く活躍中の現代墨
アート作家、安保
真さんの作品展を開催し
ます。「ふくろう」をモチーフにした作品は、
墨をにじませる独特の技法で描かれ、墨絵とは
思えないものばかりです。ぜひ足をお運びくだ
さい。
期 間：１０月２日（金）～８日（木）
時 間：午前１０時～午後７時
場 所：町民センター第１研修室
入場料：無 料
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２－１２９４）

ー子育て講座ー

「ツリーイング体験」参加者募集
ツリーイングとは、ロープを使用した木登りのこ
とです。お子さんはもちろんのこと、女性の方も
気軽にご参加いただけます。普段見
慣れた目線から離れて、木の上から
佐呂間の景色を眺めてみませんか？

・日

程：１０月１０日（土）
午前の部：午前１０時～１２時
午後の部：午後１時３０分～ 3 時３０分
・場 所：佐呂間町総合公園
・対 象：小、中、高校生と保護者
（小学 4 年生以上は子どもだけの参
加も可能です）
・定 員：２０組（午前：１０組／午後：１０組）
・参加費：無 料
・講 師：TMCA ツリーイングチーフインスト
ひろのり
ラクター 滝澤大徳氏 ほか
・申込み：学校を通じてチラシを配布しますの
で、９月２５日（金）までに各学校
に申し込むか、社会教育課（２－１
２９５）までご連絡ください。
◎持ち物等の詳細につきましては、参加者の方
に改めて連絡致します。

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（水）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月中旬までを予定しています。

◎夜間照明（ナイター）利用施設
若佐パークゴルフ場
１００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

えほん

しゅふ

すみっコぐらしまちがいさがし

まつはし

ジンベエザメのはこびかた

松橋
さ さ き

びっくりおおかみ

せいかつしゃ

主婦と生活社／編

佐々木

としみつ

利光／写真
マキ／作絵

人形劇公演会のお知らせ
人形劇サークル『ぱんぷきん』の人形劇公演と、
似顔絵早描きの実演を行います。皆さんのご来
場をお待ちしています。
★日

時：９月１２日（土）午後１時から

★場

所：佐呂間町立図書館

★対

象：幼児から一般

★内

容

絵本コーナー

・人形劇「わたしのワンピース」ほか
・似顔絵パフォーマーみやまひろお
早描きコーナー（先着３０名）

※似顔絵描きを希望される方は、図書館へ電話、
または図書館のカウンターにてお申し出くださ
い。９月８日（火）１０時から予約の受付を開
始いたします。

ー夏休み工作教室「ザ・パズル」ー

パズル作りに挑戦しました！
９月

７月２８日（火）から８月１３日（木）までの
間で６回開催した工作教室は無事に幕を閉じま
した。延べ８１人の子ども達がパズル作りに
チャレンジしました。今回作成した様々なパズ
ルおもちゃでの“遊び”を
通して、子ども達の集中力
や想像力、発想力がより豊
かになればと願っています。

小説・文芸書
炎の塔
王とサーカス

一般書
１

いま、死んでもいいように
原爆と戦った特攻兵

児童・青少年向け
１４歳からの戦争のリアル
悪ガキ７

魔女バジルとなぞのほうき星

佐々木

９月

８日 佐呂間小学校

13：20 ～ 13：40

西中央公民館

13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前

14：30 ～ 14：50

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

浜佐呂間 谷川宅前

13：40 ～ 13：55

日

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

譲／著

香取

慎吾／編著

こいけ

りゅうのすけ

小池

龍之介／著

あまみや

かりん

曜

おさむ

日

正義／著
金

雨宮

処凛／著

そうだ

宗田

12：40 ～ 13：00

９月

３日 ※若佐小学校

10：10 ～ 10：25

１７日 佐呂間中学校

12：45 ～ 13：05

理／著

く み こ

久美子／作

夢ふうせん

日

まさよし

豊田

９日 浜佐呂間小学校

曜

とよだ

15：15 ～ 15：30

９月
木

しんご

10：10 ～ 10：30

宮前団地

曜

穂信／著

かとり

14：00 ～ 14：15

水

ほのぶ

米澤

もいち

９月

じょう

よねざわ

茂市

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

貴久／著

さ さ き

４

２９日 若佐コミセン前

曜
日

10：10 ～ 10：30
13：10 ～ 13：30

たかひさ

五十嵐

砂の街路図

慎語事典

い が ら し

火

１日 佐呂間小学校
１５日 若佐消防

13：20 ～ 13：40

※１７日のみ
９月２４日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

９月

12：40 ～ 13：00

４日 若佐小学校
１１日

※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。
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人目を気にせず
プライベート空間で
ゆったりエクササイズ
プールで腰・肩すっきり！
「水中運動クラス」参加者募集中
腰や肩の「張り」や「違和感」は運動不足によっ
て引き起こされる場合があります。プールで実施
するからだにやさしいエクササイズで凝り固まっ
た筋肉と関節をほぐしてみませんか？

１階の会議室をエクササイズスペースとして開
放しております。室内にはバランスボールやス
トレッチポール、トレーニングチューブなどの
用具も設置しており、自由にお使いいただけま
す。ひとりでゆっくりエクササイズを行いたい
方や、お友達同士おしゃべりを楽しみながらト
レーニングをしたい方などにおすすめです。
どうぞお気軽にご利用ください。

◎募集クラス：腰・肩すっきり水中運動
（マスターズコース G クラス）

◎開 放 日：休館日を除く火曜日～日曜日
◎開放時間
平日（火～金曜日） 午前１０時～午後９時
◎期
間：９月３０日（水）～１０月２８日（水）
土・日曜日
午前１０時～午後５時
（毎週水曜日 全５回）
※パーソナル指導時間除く
◎開催時間：午後７時～８時（６０分）
◎料
金：大人１回１００円
◎対
象：中学生以上
（トレーニングルーム、ランニン
◎定
員：１０名
グコース共通）
◎申込方法：お電話またはスター受付にてお申
◎そ の 他
し込みください。
・中学生以下の使用は保護者同伴とさせて
いただきます。
- 温水プール ・パーソナル指導実施中はご使用いただけ
開館時間（平日）の変更について
ません。事前に使用可能時間をお問い合
9 月 4 日（金）をもちましてプールの夏期営業（平
わせください。
（予約不可）
日の午前営業）が終了となり、9 月 8 日 ( 火 ) か
ら平日のプール開館時間が下記のとおり変更とな
ります。
◎平日（火～金曜日）のプール開館時間
午後１時から午後９時まで
※土・日曜日は引き続き午前１０時から午後５時
までの開館となります。

９月の休館日
◎町体育館の休館日
５日（土） １２日（土） １９日（土）
２２日（火） ２３日（水） ２４日（木）
２５日（金） ２６日 （土）
※土曜日及び祝日の翌日休館

２２日（火） ２３日（水） ２４日（木）
２８日（月）
※月曜日及び祝日の翌日休館

９月

◎スターの休館日
９月
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７日（月） １４日（月） ２１日（月）

◎図書館の休館日
９月

７日（月） １４日（月） ２１日（月）
２２日（火） ２３日（水） ２８日（月）
３０日（水）
※月曜日・祝日及び図書整理日休館

