
ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

芸術文化公演（講演）を
募集します！

「佐呂間町芸術文化支援事業」が始まって１年

が経ちました。この事業は、佐呂間町内におけ

る芸術文化公演等の鑑賞機会の充実を図り、ま

た、町民の自主的な芸術文化活動の活性化を図

ることを目的に、町内で行われる芸術文化公演

（講演）事業に対し、下記の支援を行います。

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　２－１２９４）

教育相談のご案内

まずは、

　電話で気軽に

　　ご相談ください。

一人で悩まないで！

　 町民センター休館のお知らせ

町民センター改修工事に伴い、下記のとおり休

館とさせていただきます。利用者の皆様には大

変ご不便をおかけ致しますが、ご理解・ご協力

をお願い致します。

○休館期間：５月１日～８月３１日（予定）

※工事の進捗状況により前後する

　場合があります。

　工事期間中は事務所も閉鎖しま

　すので、町民センターにかかる

　お問い合わせは、社会教育課

　（２ー１２９５）までお願い致

　します。

【支援内容】

・事業費の補助（対象経費から入場料収入を除

　　　　　　　   いた金額、上限１５０万円、

                             原則入場料を徴収）

・公共施設使用料免除

・公共施設でのチケット取扱い

  （教育委員会、町民センター、浜佐呂間活性化

    センター、若佐コミュニティセンター）

・町民センター先行予約

・名義後援

【対象事業】

下記の条件を満たすもので、選考委員会が認め

たもの。

・芸術、文化等の公演（講演）事業（政治、宗教、

  営利を目的とするものは対象外）

・町内の団体、実行委員会等が主催する事業

・広く町民を対象とするもの

 （夢つうしん、新聞折込等で周知）

◎皆さんもこの事業を利用して、講演会や芸術 

　鑑賞事業などを企画してみませんか？

　支援事業の詳細、講演・芸術鑑賞の企画、運

　営についての相談などがありましたら、社会

　教育課（２－１２９５）までお問い合わせく

　ださい。

【平成２７年度実施事業】

○沢田知可子　サロマコンサート

○映画『うまれる』上映会

　（昼夜二部（同一内容）上映）

○札響ミニコンサート in 佐呂間

○広島原爆被爆体験伝承者による語り部の会

○ COME BACK LIVE in SAROMA 澤田正志＆

　 MFB60 コンサート

　（佐呂間町出身者によるギターの弾き語り）

◎今年度の対象事業について下記のとおりお知

　らせ致します！

「カンテレ演奏会」

◆日　程：６月３日（金）、４日（土）

◆場　所：佐呂間コミュニティセンター

※詳細につきましては、次号の夢つうしんにて

　お知らせ致します。
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町民の皆さんの学習活動・スポーツ活動のお手

伝いをするため、佐呂間町には社会教育委員・

スポーツ推進委員を設置しています。

ご意見・ご相談などあれば、お近くの社会教育

委員・スポーツ推進委員までお声かけください。

町民の皆さんの
「まなび」を応援します！

＜佐呂間町社会教育委員＞

社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立

案や会議で意見を述べるほか、その為に必要な

研究調査を行います。

　　・鈴　鹿　　　保　（大成）

　　・川　又　孝　子　（富丘）

　　・眞　如　智　子　（朝日）

　　・川　又　聖　子　（西富）

　　・干　場　　　久　（西富）

　　・室　井　公　裕　（西富）

　　・山　保　浩　之　（西富）

　　・尾　崎　　　実　（宮前町）　　　　

　　・檜　垣　久美子　（宮前町）

　　・星　　　保　行　（永代町） 　　　

　　・佐　藤　桃　子　（幸町）

　　・阿　部　夏　希　（北）

　　・山　本　周　男　（北）

　　・永　野　亜　紀　（東）

　　・村　岡　大　輔　（浜佐呂間）

　　・室　井　隆　治　（浜佐呂間）

　　・船　木　耕　二　（富武士）

　　・西　岡　理　恵　（若里）　　    

本町の今後５年間（平成２８年度～平成３２年

度）の社会教育推進の指針となる社会教育中期

計画を策定しました。この計画は、昨年６月に

教育委員会から諮問を受けた「佐呂間町社会教

育中期計画策定委員会」が約１年間かけて、町

民の学習活動を応援するために町民の皆様の声

を聴いたり、協議を重ね計画をまとめ、教育委

員会に答申し、それを受け教育委員会が策定し

たものです。

今回の計画は第７次となり、第４期佐呂間町総

合計画に沿った計画になっています。計画書は

町の施設に配置するほか、概要版は町広報と一

緒に全戸配布いたしますのでご覧ください。

第７次社会教育中期計画を
策定しました

　
ー第４０回卒業式　第４３回修了式ー

寿大学２７年度学習課程修了

３月２日（水）町民センターで平成２７年度佐

呂間町寿大学卒業式・修了式を行いました。今

年度は６名の学生が卒業証書を受け取り、５名

の学生に１６年間の課程を修了した証として博

士号を授与されました。式では卒業生を代表し

て、天内弘二さんが謝辞を述べて、平成２７年

度の寿大学を締めくくりました。

平成２８年度の寿大学は、４月１９日（火）に

入学式を予定し、５月からは講座とクラブが始

まります。講座によっては一般公開も致します

ので、興味のある方はぜひ一度お越しください。

                                                                     ※ 敬称略

＜佐呂間町スポーツ推進委員＞

スポーツ推進委員は、スポーツ振興のため実技

指導や社会体育事業に対する協力・指導助言を

行い、生涯スポーツ推進のための活動を行いま

す。

　　 ・佐　伯　優　一　（若佐）

　　・小　林　知　穂　（西富）

　　・十　亀　美由紀　（西富）

　　・赤　井　諒　子　（宮前町）

　　・名　雪　早　苗　（宮前町）

　　・三　田　寿　一　（宮前町）

　　・住　吉　健　司　（浜佐呂間）

　　・室　井　久　志　（富武士）　                                                                         ※ 敬称略
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火

曜

日

　４月　５日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１９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

　４月１２日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２６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

水

曜

日

　４月　６日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２０日

　４月１３日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２７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

　４月　７日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２１日

　４月１４日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２８日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

※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。

はじめて図書の貸し出しを希望される場合は、

利用者登録が必要になります。

所定の用紙に、氏名・住所・電話番号等をご記

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。

皆さんのご利用をお待ちして

います。

利用者カードの登録を
お願いします

４月２３日（土）の「子ども読書の日」にあわ

せて、４月１２日（火）～５月１日（日）まで、

絵本コーナーにおいて、

しかけ絵本の展示を行

います。

ページをめくると飛び

出し動くしかけに、子

どもから大人まで誰で

も楽しむことができますので、ぜひ足をお運び

ください。

しかけ絵本を展示します！

「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「ぱんぷきん」の仲間になりませんか？

年齢や性別は問いません。

毎週木曜日の午前中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。

人形劇サークル　ぱんぷきん
メンバー募集！

小説・文芸書

　鼠、地獄を巡る　　　  　  　　　赤
あかがわ

川　次
じ ろ う

郎／著

えほん

　あおいカエル　　　　　　　　　長
な が た

田　真
しんさく

作／絵

　メガロ・ポリス　　　　　クレア・デュドネ／作

　たこやきのたこざぶろう　　　長
は せ が わ

谷川　義
よしふみ

史／作

児童・青少年向け

　こぶたものがたり　　　　　　　中
なかざわ

澤　晶
しょうこ

子／作

　アーロと少年　　　　スーザン・フランシス／作

　くるみの冒険　１～３　　　　　村
むらやま

山　早
さ き

紀／作

一般書

　アイヌ民族と羆
ヒグマ

　　　　　　　　門
かどさき

崎　允
まさあき

昭／著

　家族という名のクスリ　　　　　　金
きん

　美
び れ い

齢／著

　がんばらない成長論　　　　　心
こころや

屋　仁
じ ん の す け

之助／著

　あるいは修羅の十億年　   　　 古
ふるかわ

川　日
ひ で お

出男／著

　誰がために鐘を鳴らす　　　　　山
やまもと

本　幸
ゆきひさ

久／著
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４月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
　４月　２日（土）　　９日（土）　１６日（土）

　　　２３日（土）　３０日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
　４月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　２５日（月）　３０日（土）　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
　４月　４日（月）　１１日（月）　１８日（月）

　　　２５日（月）　２９日（金）　３０日（土）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

　
脳と体幹の活性化、そして
コミュニケーション能力向上を

目指しました

１月から実施してきました「こども発育・発達

運動教室」が３月１１日（金）をもって全日程

を終了しました。

今年度は１～３年生を対象とした「プレゴール

デンエイジ編」に加え、４～６年生対象の「ゴー

ルデンエイジ編」を新たに設け、発育・発達段

階に応じた各種トレーニングを実施しました。

教室では「シナプソロジー」と呼ばれる脳活性

　
５月１日（日）午前１０時
温水プールの営業が始まります！

お待たせしました。いよいよプールの営業を再

開いたします。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。皆様のご利用お待ちしております。

★開設期間　５月～１０月

★開館時間　

　○火～金　午後１時～午後９時

　※但し学校プール授業の期間は１０時開館

　○土・日　午前１０時～午後５時

★料　　金

　○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

　※その他の料金設定につきましてはお問い合

　　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。

化プログラムや「コアコンディショニング」と

いう体幹トレーニング、また、鬼ごっこなどの

「運動遊び」を通じて体を自由に操る能力を高

めるとともに、集団プログラムの中でコミュニ

ケーション能力向上を目指しました。

最初は集団の中に溶け込めなかった子も、後半

は積極的にプログラムに参加していました。

また、ほとんどの参加者が最終日の体力測定

で、姿勢改善効果や走力の向上などが見られま

した。

参加してくれた皆さん、雪が解けたら、教室で

身につけた力を色々なスポーツでぜひ発揮して

ください。


