－ミュージックフェスティバル－

練習の成果を披露しました

－町民講座「夢工房」－

楽しみながら墨絵に挑戦しました

１１月２０日（日）町民センターで「ミュージッ
クフェスティバル vol. ２７」を開催しました。
町内の９つの音楽団体が演奏や歌声を披露し、
会場に来た人を楽しませてくれました。

１０月２５日（火）佐呂間町出身の墨絵作家で
ある安保真氏を講師に迎えて「墨絵教室」を開
とり
催しました。来年の干支である酉にちなんだ「ふ
くろう」の絵を描き
にじ
ながら「滲み画」の
技法を学び、参加者
からは「楽しい」、
「参加して良かった」
という声が聞こえました。

－佐呂間町子育て講座－

♪音届け（おとどけ）コンサート♪開催のお知らせ
プロの音楽家（声楽・ピアノ）と佐呂間高校吹奏楽局員が演奏グループを結成し、町内の各地域へ
飛び出します。
おと ど
音楽隊が少し早いクリスマスプレゼントとして、皆さんに「音の花束」を音届けします♪
●１２月９日（金）町民センター
①午後６時～７時（親子向け）
②午後７時～８時（一般向け）

○協 力：佐呂間高等学校
○問い合わせ先：社会教育課（２－１２９５）
◎各学校でもコンサートを開催します。いずれ
も“一般公開”（入場無料）しています。

○出演者：佐呂間高等学校吹奏楽局員

●１２月８日（木）
□佐呂間小学校
午前１０時３０分～１１時１５分
□佐呂間中学校
午後２時１０分～３時
●１２月９日（金）
□若佐小学校
川島 沙耶
【ソプラノ】

○主

下司 貴大
【バリトン】

山本

真平

【ピアノ】
（佐呂間高校音楽教諭）

催：佐呂間町家庭教育推進会議
佐呂間町教育委員会

午前９時２５分～１０時１０分
※浜佐呂間小学校との交流学習としての
開催となります。
□佐呂間高等学校
午前１１時４５分～１２時３５分

－佐呂間町芸術文化支援事業－

平成２９年度 芸術文化
公演（講演）を募集します
平成２９年度（平成２９年４月～平成３０年３
月）に開催を予定している佐呂間町芸術文化支
援事業の募集を致します。
芸術文化支援事業は、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
を目的としています。
１月中に選考委員会の開催を予定していますの
で、事業開催の予定のある方は、１２月２８日
（水）までに事業計画書を社会教育課まで提出
してください。
＜佐呂間町芸術文化支援事業＞
【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、若佐コミセン、
浜佐呂間活性化センター）
・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
（夢通信、新聞折り込み等で周知）
◎計画書の様式、申請の方法など、詳しくは社
会教育課（２－１２９５）までお問い合わせ
ください。
また、期限後も受け付けられる可能性があり
ますので、随時ご相談ください。
◎２８年度（平成２９年３月まで）の芸術文化
支援事業の受付もまだ行っておりますので、
事業実施を予定している方は、早めに社会教
育課までお問い合わせください。
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ちびっこスキー教室のお知らせ
来年度の就学児を対象とした「スキー教室」を
開催します。
初歩のスキー学習を通して、ウィンタースポー
ツに親しんでもらうことを目標としています。
この機会にぜひご参加ください。
○日

程：１月１４日（土）、１月２１日 ( 土）、
１月２８日（土） 全３回

○時
○場

間：午後１時～２時３０分
所：町営スキー場

○対

象：平成２２年４月２日から平成２３年
４月１日の間に生まれた佐呂間町在
住の未就学児（平成２９年度就学児）
※保護者同伴が条件になります。

○申込み：１２月５日（月）～１６日（金）の
各日午前８時３０分～午後５時まで
に、社会教育課（２－１２９５）か、
スター（２－２２６１）へお申し込
みください。
○主
○協

催：佐呂間町教育委員会
力：佐呂間町スキー協会

第１９回
「サロマでしゃべろ場」
を開催します！
～あなたの本音を聴かせてください～
“自分・家族・人間関係・居場所・将来・恋愛”
などを話題に、高校生と大人が様々なことを語
り合います。
昼食も用意しておりますので、お気軽にご参加
ください。
○日

時：１２月１１日（日）
正午～午後４時３０分
○場 所：町民センター
○参加費：大人５００円
○申込先：０９０- ９５１３- ８１８０（眞如）
２- １２９５（社会教育課）
○主 催：しゃべろ場実行委員会

今日の「運動」が
明日の「自分」をつくる・・・
～冬は「スター」のトレーニングルーム・
ランニングコースで快適健康づくり～

精一杯泳ぎ切りました！
１０月２８日（金）スターで、日本水泳連盟認
定「泳力検定会」が開催されました。
この検定会は全国共通の判定基準に基づき、日
本水泳連盟公認の指導員が判定を行うもので、
スターでは昨年に引き続き２回目の開催となり
ました。
今年は小学２年生からベテランスイマーまで
１０名が挑戦し、内７名が合格しました。中に
は検定に向けた特訓の末、わずか１ヵ月で５秒
もタイムを縮めた受検者もおり、周囲を驚かせ
ていました。
見事合格を勝ち取った受検者も、合格に届かな
かった受検者も、次の目標に向けて頑張ってく
ださい。来シーズンのチャレンジをお待ちして
おります。

夏場は毎日外をウォーキングしたり、パークゴル
フを楽しんだりと手軽に健康維持・増進できます
が、寒くなってくるとどうしても体を動かす機会
が減ってしまいますよね。スターには誰でも簡単
に利用できるトレーニング機器や１周１１５ｍの
ランニング及びウォーキングコースがあり、１日
１００円でご利用いただけます。また、利用に不
安のある方には予約制でトレーニング指導も承っ
ております。冬期間の健康づくりにぜひスターを
お役立てください。
〈トレーニングルーム・
ランニングコース利用案内〉
♦利用時間

平日）午前１０時～午後９時
土日）午前１０時～午後５時

♦利用料金

１日

１００円

回数券５００円（６回分）
♦利用対象

高校生以上（トレーニングルーム）

♦そ の 他

ご利用の際は、必ず“上靴”を着用
願います。

「開会式の様子」
～１月１１日いよいよ
「冬期健康プログラム」
がはじまります！～
今年も冬期間の運動不足解消に最適な「冬期健康
プログラム」をスターで開催します。
小学生の運動能力向上を目的とした「こども発育・
発達運動教室」や高齢者向けの健康体操教室「ら
くらく健康体操」等を予定しております。

「緊張の中、一生懸命泳ぐ受検者」

詳しくは１月号をご覧ください。
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一般書
おがわ

ゆ り

おばさん百科

小川

有里／著

のむら

かつや

野村の遺言

野村

克也／著

児童・青少年向け
さいとう

新聞力

できる人はこう読んでいる

斎藤

たかし

孝／著

ぞうじむしょ

冬休み工作教室「紙ってすごい！」
身近な紙を使った工作教室を開催します。
ぜひご参加ください。
日

都道府県のかたちを絵でおぼえる本

造事務所／編

えほん
くうちゃんのホットケーキ

わたなべ

みかんのめいさんち

ゆうこ／作

ひらた

まさひろ

平田

昌広／作

程：平成２９年１月１１日（水）
紙すきハガキ作り
１２日（木）新聞紙のコマと羽子板
１３日（金）コピー用紙の凧

時

１２月

間：①午前１０時３０分から
②午後１時から

各１０名程度
火

その他：参加無料・当日受付

日

14：00 ～ 14：15

２７日 宮前団地

１２月

10：10 ～ 10：30
13：20 ～ 13：40

西中央公民館

13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前

14：30 ～ 14：50

７日 ふれあいインサロマ
２１日 浜佐呂間小学校

間：①午前１０時３０分から
②午後１時から

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

※１３日のみ

程：平成２９年１月１４日（土）
スノードームをつくろう（親子対象）

時

10：10 ～ 10：30
13：10 ～ 13：30

若佐コミセン前
曜 １2 月 １３日 ※佐呂間小学校

冬休み工作教室（親子対象）
「スノードームをつくろう」
日

６日 佐呂間小学校
２０日 若佐消防

10：30 ～ 10：50
12：40 ～ 13：00

浜佐呂間活性化ｾﾝﾀｰ前

13：05 ～ 13：15

親子各６組

水

浜佐呂間汐見 類家宅前

13：20 ～ 13：35

その他：参加無料・申込みが必要です

曜

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

（１１日～１３日に図書館カウンター
または電話〈２－２２１５〉でお申

佐呂間高校

し込みください。）
※上の二つの教室は北海道教育委員会主催
「子ども朝活事業」の一環として行います。

12：40 ～ 13：00

１２月

10：10 ～ 10：25

１日 若佐小学校
１５日

木
曜 １２月
日

小説・文芸書

15：15 ～ 15：30

１２月１４日 浜佐呂間小学校

８日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

２２日 佐呂間中学校

12：45 ～ 13：05

夢ふうせん

13：20 ～ 13：40

あさい

最悪の将軍
居酒屋ぼったくり６

朝井

まかて／著

あきかわ

たきみ

秋川

滝美／著

※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。

１２月及び年末年始の休館日
◎町体育館の休館日
１２月

３日（土） １０日（土） １７日（土）
２４日（土）
※１２月２９日（木）～１月５日（木）

◎スターの休館日
１２月

５日（月） １２日（月） １９日（月）
２４日（土） ２６日（月）
※１２月３０日（金）～１月６日（金）
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◎図書館の休館日
１２月 ５日（月） １２日（月） １９日（月）
２３日（金） ２６日（月）
※１２月３０日（金）～１月５日（木）

◎町民センター年末年始の休館日
１２月２９日（木）～１月５日（木）
※…年末年始の休館日

