第３回 佐呂間町寿大学
『学園祭』を開催します

－佐呂間町芸術文化支援事業－

企画・運営してみませんか
平成２７年４月から始まった「芸術文化支援事
業」をご存知ですか。
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
実施しているもので、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。
【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
（夢つうしんや新聞折り込み等で周知）
◎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。

佐呂間町寿大学（高齢者学級）では学生が主体
となって企画・運営をし、日頃の学習成果の発
表と学生同士の交流を行う「学園祭」を開催し
ます。“一般公開”で行われますので、ぜひ、
足をお運びください。
【クラブ発表会・交流会】
○日 時：２月２３日（木）
午前１０時３０分～午後２時３０分
○場 所：町民センター集会室
○クラブ発表：カラオケ、いきいき健康、
コーラス、ダンス
○交流会：学生による余興等
【作品展示会】
○期 間：２月８日（水）～２３日（木）
○時 間：午前９時～午後７時
※８日は午後から展示
※２３日は午後２時３０分まで展示
○場 所：町民センターロビー
○展示クラブ：陶芸、お散歩絵手紙、書道
○併せて高齢者文化展も開催されます。

冬の運動不足解消に！
小学生から一般まで参加できる『全町ミニバ
レー大会』が行われます。多くのチームのご参
加お待ちしています。
○日 時：３月５日（日）午前９時開始
○場 所：佐呂間町体育館
○種 目：小学生の部・一般の部
○参加料：１人５００円（保険料含む）
※小学生無料
○申 込：２月２３日（木）までに参加申込書
に参加料を添えて協会事務局（名知）
まで提出してください。
○主 催：佐呂間町ミニバレー協会
○問合せ：ミニバレー協会事務局
名知（０９０- ２６９７- ０６１８）

－サイエンスキャラバン－

－佐呂間町営スキー場オープン－

ウィンタースポーツをしよう！

科学の不思議を体験しよう！

スキー場ではスキーはもちろんのこと、スノー
ボード・そり滑りなど、幼児から高齢者まで幅
広い年代の方が楽しまれています。
冬期間の健康づくりにぜひご利用ください。

沢山の“何で？”
“どうして？”が体験できる「サ
イエンスキャラバン」を開催します。
今年も、誰もが楽しめる科学の実験や工作をた
くさん用意して、みなさんのご来場をお待ちし
ています！

○営業期間：３月２０日（月）まで
（天候により変更あり）
○営業時間：２月 午前１０時～午後９時
３月
（平日）午後 4 時～午後 9 時
（土日）午前１０時～午後 4 時
○問合せ：佐呂間町営スキー場（２ー２１３３）

○日

時：２月１２日（日）
午前１０時～午後１時
○場 所：町民センター
○入場料：無 料
○主 催：佐呂間町子ども会育成会連絡協議会
佐呂間町教育委員会
○問合せ：社会教育課（２－１２９５）
※同日町民センター駐車場では、『かまくら雪
まつり』も開催されていますので、ぜひお楽し
みください。

－成人式記念行事－
↑多くの方に親し

“笑顔”が溢れました

まれています！
親子で一緒に
そり滑り♪

→

－わんぱく広場インウィンター－

「ブルームボール体験」のお知らせ
昨年カナダで行われたブルームボール世界選手
権に、日本代表として出場した「SAROMA
ヴァイス
VICE」を講師に迎えて、『ブルームボール体験
教室』を開催します。
世界で活躍した選手達に教えてもらいながら、
皆で楽しくプレーしよう！
○日

時：２月１８日（土）
午前９時３０分～１１時３０分
○場 所：総合グラウンド
○対 象：町内の小学４～６年生 ２０名程度
○申 込：チラシを配布しますので、２月９日
（木）までに各小学校に申込書を提
出してください。
○講 師：SAROMA VICE
○協 力：佐呂間町ブルームボール協会
○問合せ：社会教育課（２－１２９５）
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１月８日（日）の成人式開催に併せて、「新成
人の思い出スライドショー」の上映と、北海道
あつた
出身のシンガーソングライター熱田ゆかさんの
コンサートを行いました。
スライドショーは新成人自らが作成したもの
で、幼少期から最近の写真までを、懐かしみな
がら、そして、成長を感じながら、会場中が楽
しんで鑑賞していました。
コンサートでは、軽快なトークも交えながら全
６曲が披露され、新成人の新たな門出に花を添
える行事となりました。

※ゲンキマイレージの交換方法等につきまして
は、保健福祉課（２－１２１２）へお問い合
わせください。

ゲンキマイレージ冬期特別企画
この冬、スターでは各種プログラムの参加や施
設利用で「ゲンキマイレージ」が通常よりもた
くさん貯まる「ウィンターキャンペーン」を実
施しております。この機会にスターを利用して
冬の運動不足を防ぎながら、ゲンキマイレージ
をたくさん貯めませんか？
【実施期間 ３月１４日（火）まで】
スターで実施中の高齢者向け健康体操教室「ら
くらく健康体操」に参加すると、ボーナスポイ
ントを進呈します。
１回参加する毎に３ポイント進呈、また、１０
回目の参加で１０ポイント、１５回目参加でさ
らに２０ポイント進呈いたします。

元気に取り組んでいます！
今年で７年目となる「こども発育・発達運動教
室」を開催中です。この教室では、赤ちゃんの「寝
返り」や「腹ばい」、「四つ這い」などの動作を
応用した体幹トレーニングや五感を使った脳活
性化プログラム、また平均台やブロックマット
などを利用したバ
ランストレーニン
グ等を通じて、姿
勢改善や傷害予防、
様々なスポーツで
活躍できるからだ
づくりを行っています。子ども達は笑顔で汗を
流しながら、体力づくりに励んでいます。

○対象：佐呂間町民（らくらく健康体操参加者）
○申込：不要
※らくらく健康体操の内容等につきましては、
スターへお問い合わせください。

冬休み工作教室を開催しました
１．平成２８年４月以降初めてトレーニングを
利用される方に１０ポイント進呈します。
※６０歳以上の方には１５ポイント進呈
２．上記の方がパーソナル指導（初心者指導）
を受けた場合さらに５ポイント進呈します。
※６０歳以上の方には１０ポイント進呈
○対象：佐呂間町民（今年度初めてトレーニン
グルームを利用する１８歳以上の方）
○申込：不要

１月１１日（水）から１３日（金）に開催した、
身近な紙を使った工作教室「紙ってすごい！」
に４０名が、１４日（土）に開催した親子工作
教室「スノードームを作ろう！」では４組８名
が参加しました。
日用品を用いて
行える工作を通
じて、参加して
くれた子ども達

期間内に運動のためにスターに来館し、トレー
ニングルーム・ランニングコース・会議室を利
用されたお客様に１０回利用する毎に１０ポイ
ント進呈します。
※６０歳以上の方には１５ポイント進呈
○対象：佐呂間町民（上記施設を利用する１８
歳以上の利用者）
○申込：必要（受付にて登録）
○定員：先着３０名

の創造（想像）
力が豊かになってくれればと思います。

きっと見つかる、お気に入りの本
２月は若佐支所の図書室の本を入れ替えます。
平日（午前８時３０分～
午後５時１５分）は貸し
出しもしていますので、
ぜひ、お立ち寄り下さい。
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２０歳の２０冊を実施しました
１月８日（日）の成人式において、「２０歳の

ドールハウスはおばけがいっぱい

かしわば

さちこ

柏葉

幸子／作

あやの

１２歳（７）

綾野

はるる／著

えほん
おおもり

ひろこ

大森

裕子／作

２０冊」を実施しました。

おすしのずかん

平成２５年１月から実施している本事業は、
“読

しんけんしょうぶ だるまさんがころんだ 武田

書を通じて自立した社会人になって欲しい”と

るいちゃんのけっこんしき

たけだ

み ほ

美穂／作

きだに

木谷

アンケン／絵

いうメッセージを届けることを目的としていま
す。今年は４４名の新成人に本をお渡しするこ
とができました。
２月

７日 佐呂間小学校
２１日 若佐

火
曜
日

消防

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

14：00 ～ 14：15
10：10 ～ 10：30

２８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

１日 ふれあいインサロマ

２月１５日 浜佐呂間小学校

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

８日 浜佐呂間小学校

12：40 ～ 13：00

水

日

日本経済新聞の４紙と、３６種類の雑誌を閲覧
いただけます。雑誌は最新号以外はいつでも貸

２月

し出しできますので、ご活用ください。

２月２２日
２月

【主な雑誌】
木

・週刊新潮

２日 若佐小学校

２月１６日 佐呂間中学校

日

・オレンジページ

２月

10：10 ～ 10：25
12：45 ～ 13：05

夢ふうせん

13：20 ～ 13：40

９日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

曜

・財界さっぽろ

10：30 ～ 10：50
12：40 ～ 13：00

浜佐呂間活性化ｾﾝﾀｰ前

曜

図書館では、北海道新聞と朝日新聞、毎日新聞、

13：10 ～ 13：30

若佐コミセン前
２月１４日 佐呂間小学校

２月

新聞・雑誌をご利用ください

10：10 ～ 10：30

２月２３日

・じゃらん

※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。

・暮らしの手帖
・ダンチュー

２月の休館日のお知らせ
小説・文芸書
春に散る

上・下

さわき

こうたろう

沢木

耕太郎／著

わたや

私をくいとめて

綿矢

悲衛伝

りさ／著

にしお

いしん

西尾

維新／著

一般書
私と介護

しまだ

ようしち

島田

洋七・春やすこ／著

人間は９タイプ

はる
つぼた

のぶたか

坪田

信貴／著

ブラック企業やめて上海でくらしてみました

児童・青少年向け
おばけのアッチ
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おしろのケーキ

はつた

むねひさ

初田

宗久／原作

かどの

えいこ

角野

栄子／作

◎町体育館の休館日
２月 ４日（土） １１日（土） １２日（日）
１８日（土） ２５日（土）
※土曜日及び祝日の翌日休館
◎スターの休館日
２月 ６日（月） １２日（日） １３日（月）
２０日（月） ２７日（月）
※月曜日及び祝日の翌日休館
◎図書館の休館日
２月 ６日（月） １１日（土） １３日（月）
２０日（月） ２７日（月） ２８日（火）
※月曜日・祝日及び図書整理日休館

