
９月９日（水）寿大学（高齢者学級）で、「ア

ンデスの音楽～大地の讃歌～」を開催しました。

本場ボリビアから４名の演奏者が来町し、“コ

ンドルは飛んで行く”などアンデス高原地方に

伝わる音楽を演奏しました。ケーナやシーク、

チャランゴといったアンデス地方の民族楽器か

らは、優しく、どこか懐かしい音色が奏でられ、

会場に居る人々を魅了しました。

ー寿大学活動報告ー

地球の裏側の音楽を堪能

今年で２６回目を迎える「ミュージックフェス

ティバル」を開催します。

実行委員会では、出演を希望する団体を募集し

ています。この機会に町民のみなさんへ日ごろ

の練習成果を披露してみませんか？

日　時：１１月１５日（日）

　　　　９時３０分開演予定

場　所：町民センター集会室

対　象：町内の各学校及び吹奏楽団体、音楽サ

　　　　ークル（吹奏楽、器楽演奏、合唱など）

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

ー ミュージックフェスティバル vol ２６ー

参加団体募集中！

＜１０月～１２月の寿大学　講座内容一覧＞

・１０月　８日（木）「障がい者のアート活動」

・１０月２７日（火）「姉妹都市交流」

・１１月１０日（火）「森林」

・１１月１９日（木）「消費生活」

・１２月　４日（金）「お薬の話」

・１２月１８日（金）「元気に暮らす」

◎時　間：午前１０時１５分～１１時４５分

◎会　場：町民センター

◎講座は一般公開していますので、ぜひ一度聴

　講にお越しください。

９月１１日（金）佐呂間小学校にて、劇団風の

子による「くまの子ウーフ」を上演しました。

主人公ウーフと、周りの動物の友達との掛け合

　　　　　　　　　　　　　　　いに子ども達

　　　　　　　　　　　　　　　は大笑いした

　　　　　　　　　　　　　　　り、真剣な表

　　　　　　　　　　　　　　　情で物語を見

　　　　　　　　　　　　　　　守ったりと、

　　　　　　　　　　　　　　　舞台に引きこ

　　　　　　　　　　　　　　　まれていまし

た。また、劇中での発表会会場の観客として、

児童たちも劇の一部となって活躍する場面もあ

り、会場が一体となった楽しい公演でした。

－少年文化劇場－

生の演劇を楽しみました

９月１４日（月）には佐呂間中学校にて、劇団

さっぽろによる演劇「ホシコ－星をもつ馬」を

上演しました。戦時中のオホーツク地域を舞台

にした演劇で、主人公の少年コウと馬のホシコ

の絆、心の触れあいを描きながらも、戦争の悲

しさ、切な

さを感じさ

せられる内

容で、終演

後にはすす

り泣いてい

る生徒もい

ました。
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－平成２７年度　佐呂間町教育講演会 兼 佐呂間町ＰＴＡ連合会研究大会－

　　子どもたちに夢を、街に元気を届けたい！「友と語り、共に学ぶ」

演　題：「友と語り、共に学ぶ」

日　時：１１月１２日（木）

　　　　１８時３０分から

会　場：町民センター集会室

入場料：無　料

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

主　催：佐呂間町ＰＴＡ連合会

　　　　佐呂間町教育委員会

　　　　佐呂間町家庭教育推進会議

講　師：野
の の む ら

々村　芳
よしかず

和　氏

（元Ｊリーガー・（株）北海道フット

 ボールクラブ【コンサドーレ札幌】

 代表取締役社長）

元Ｊリーガーで現在は（株）北海道フットボー

ルクラブ【コンサドーレ札幌】代表取締役社長

として活躍されている野々村 芳和氏による講

演会を開催します。

インターネットやスマートフォンの普及で直接

顔を合わせなくてもコミュニケ―ションが成り

立ってしまう今だからこそ、相手の顔を見て語

り合い、そして相手の気持ちを理解することの

大切さが見直されています。

日々、世代の違う若い選手と触れ合う野々村社

長の経験から、子どもたちに夢を与え続ける秘

訣や、何でも語り合える環境作りなどを語って

いただきます。

1972 年静岡県清水市（現静岡市清水区）生まれ。1995 年にＪリーグのジェフ市原に加入。2000 年に

はコンサドーレ札幌に加入。2013 年 3 月から現職に就任、2015 年 4 月には公益社団法人日本プロサッ

カーリーグ（Ｊリーグ）理事に就任するなど、サッカー界の発展のため現在も尽力している。

＜講師プロフィール＞

ー佐呂間町子育て講座ー

みんなで作ろう秘伝の味
　福神漬け教室のご案内

毎年好評いただいている佐呂間町子育て講座。

今年は福神漬け作りにチャレンジ。

昔から各家庭で作られてきたお漬物、最近はお

店で買う方も多いと思いますが、家庭の味には

かないません。

みんなで秘伝の味を一緒に学んでみませんか？

日　時：１０月３１日（土）

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）

会　場：町民センター　

内　容：福神漬け作り

講　師：山崎　信子さん

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

佐呂間町出身の澤田正志さん（現在札幌市在住）

が、ギターを片手に、自身の心の拠り所である

佐呂間でコンサートを開催します。

自身の歌で佐呂間の人々と繋がりを持ちたい。

そんな夢を実現させるために、佐呂間の仲間が

コンサートを企画。フォークソングやオリジナ

ルの楽しいコンサートです。

ぜひ皆さんも足をお運びください。

ＣＯＭＥ　ＢＡＣＫ　ＬＩＶＥ
ｉｎ　ＳＡＲＯＭＡ

澤田正志＆ＭＦＢ６０コンサート

ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

日　時：１０月１８日（日）　午後６時開演

会　場：佐呂間コミュニティセンター

　　　　（佐呂間町字永代町／２－３３６０）

入場料：１，５００円（ワンドリンク付き）

主　催：昭和２９年会（代表：住吉正司）

問合せ：６－２６１０（住吉）

◎詳しくは、学校を通じてチラシを配布いたし

　ますので、そちらをご覧ください。たくさん

　の方のご参加をお待ちしています。
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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

１０月　６日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２０日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

１０月２７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

水

曜

日

１０月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２１日

１０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

１０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

１０月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２２日

えほん

　走れメロス　　　　　　　　　　竹
たけうち

内　通
つ う が

雅／絵

　ぼくのともだち　　　　　　とね　さとえ／作絵

　はっきょいどーん　　　　やまもと　ななこ／作

小説・文芸書

　厭世マニュアル　　　　　　　阿
あ が わ

川　せんり／著

　ＭとΣ
シグマ

　　　　　　　　　　　   内
うちむら

村　薫
くんぷう

風／著

　約束　Ｋ・Ｓ・Ｐアナザー　　　香
か の う

納　諒
りょういち

一／著

児童・青少年向け

　ひみつのきもちぎんこう　ふじもと　みさと／作

　岡崎慎司　　　　　　　　　　　本
ほんごう

郷　陽
よ う じ

二／著

　まほうデパート本日かいてん！　山
や ま の べ

野辺　一
か ず き

記／著

一般書

　大皿おかずの本　　　　　　　枝
えだもと

元　なほみ／著

　目でみる漢字　　　　　　　おかべ　たかし／文

　習近平の権力闘争　　　　　　　中
なかざわ

澤　克
か つ じ

二／著

人形劇やゲームなど、楽しいことが

たくさん詰まった１日です。

お友だちやご家族の方等お誘い合わ

せの上、遊びに来てください。

図書館まつりのお知らせ

日　時：１１月３日（火・祝）

　　　　１０時～１７時

場　所：図書館

内　容

・古本市（１冊１０円～）　　

・図書館スタンプラリー

・ゲームコーナー　　　

・工作教室

・おはなし広場

　（人形劇公演）

・特別展示

・ビンゴ大会　

※当日お手伝いをいただけるボランティア（高 

　校生以上）をあわせて募集いたします。

　詳しくは、図書館のカウンターまたはお電話 

　でご確認願います。

１０時～１７時

１０時～１５時

１０時～１１時３０分

１２時３０分～１４時

１４時～１４時３０分

１０時～１７時

１４時３０分～１５時

「落語絵本シリーズ」などで知られる絵本作家

の川端　誠さんが来町します！自作絵本による

絵本ライブと、スライドショーを交えた楽しい

講演会の二部構成です。みなさんの来場をお待

ちしています。

川端　誠 絵本ライブと講演会
「絵本とともに旅をして」

開 催 日：１０月１１日（日）

  第１部：絵本ライブ　午後１時～２時

　　　　  図書館　絵本コーナー

  第２部：講演会　午後３時３０分～５時

　　　　  町民センター　２階第３研修室

※それぞれ終了後に、サイン会と絵本の販売会

　を行います。

参 加 費：無　料

◎参加の申し込みは、図書館までご連絡くださ

　い。ぜひ、お誘い合わせの上、お越しください。
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１０月の休館日のお知らせ
◎町体育館の休館日
１０月　３日（土）　１０日（土）　１３日（火）

　　　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
１０月　５日（月）　１３日（火）　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
１０月　５日（月）　１２日（月）　１３日（火）

　　　１９日（月）　２６日（月）　３１日（土）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

温水プールの今年度の営業は、１０月３１日

（土）午後 5 時をもちまして終了させていただ

きます。多くの皆さまにご利用いただきありが

とうございました。営業の再開は、来年５月を

予定しております。

トレーニングルーム、ランニングコース、武道

館は、引き続き冬期間も営業いたしますので、

どうぞご利用ください。

温水プール営業終了のお知らせ

職員防災訓練実施のため、施設の利用を一時中

止させていただきます。ご迷惑をお掛けいたし

ますが、ご協力お願い申し上げます。

◆利用中止日時

１０月９日（金）１２時～午後３時３０分

※午前１０時～１２時及び午後３時３０分～９時

　の間は通常通りご利用いただけます。

　（プールは午後のみの営業となります）

施設一時利用中止のお知らせ

毎年多くの来場者で賑わう「スターまつり」。

１９回目となる今年も、幼児から一般の方まで

体を動かしながら楽しめるプログラムを用意し

ています。ご家族揃ってご来場ください。

日　時：１０月１２日（月・祝）

　　　　午前９時～午後２時３０分

場　所：武道館・温水プール

内　容：いろいろな運動に参加して景品をもらう

　　　　「スタンプラリー」のほか、運動広場、　

　　　　玉入れ、水中ゲーム、絵本の読み聞かせ

　　　　など、楽しい催し物を予定しています。

企画・運営：佐呂間町スポーツ推進委員

問合せ：社会教育課（２ー１２９５）

施設を無料開放します！

「スターまつり」開催に合わせて、施設を“無

料開放”します。

「プール」をはじめ「トレーニングルーム」「ラ

ンニングコース」も無料でご利用できます。

この機会にお気軽にご利用ください。

開放日時：１０月１２日（月・祝）

　　　　　午前１０時～午後５時まで

※スターまつり開催中のため、時間帯によっては

　一部施設で利用制限がございます。

日本水泳連盟公認検定員による泳力検定を開催

いたします。今シーズンの練習成果を確認する

ため、この機会にチャレンジしてみませんか？

開催日時：１０月３０日（金）

　　　　　午後６時３０分～

対 象：小学生以上

会 場：スター競泳用プール

申 込 み：１０月２７日（火）までにスターへ

　　　　　お申し込みください。（電話可）

受 験 料 ：無　料

　　　　　※但し、プール使用料及び合格時に  

　　　　　　登録料（７００円＋振込手数料） が 

　　　　　　必要となります。

判定基準：館内掲示ポスターをご覧ください。

そ の 他：スタートは水中スタート（飛び込み

　 不可）となります。合格者には、後

　 日バッジと認定証が授与されます。

日本水泳連盟認定
「泳力検定会」を開催します

体育の日、みんなで体を動かそう！

「スターまつり」を開催します！


