
－佐呂間町芸術文化支援事業－

詩人 アーサー・ビナード氏講演会 

『「ことばメガネ」でみる今の世の中』

日本語に魅せられ、日本語を学ぶため日本に住

み始めたアメリカ人の詩人アーサー・ビナード

さん。来日して２７年、これまで作ってきたご

自身の詩や絵本を通して、アーサーさんが持つ

「ことば」というメガネをかけて今を見ると、

どんな世の中なのかお聞きします。

ダジャレも大好きなアーサーさん、楽しい講演

会になると思います。

○日　時：４月２日（日）　

　　　　　午後１時３０分 開場

　　　　　午後２時 開演

○場　所：町民センター

○入場料：５００円（高校生以下無料）

○主　催：詩人アーサー・ビナード氏講演会

　　　　　実行委員会

○問合せ：実行委員会代表（国府方）

　　　　　０９０- ９４３７- ７０２４

※託児はありませんが、会場に「小さなお子様

　コーナー」を設置します。お気軽にご入場く

　ださい。

２月１８日（土）佐呂間町総合グラウンド特設

ブルームボールリンクで、わんぱく広場イン

ウィンター「ブルームボール体験」を開催しま

した。小学校高学年の男女６名が参加し、佐呂

目指せ、世界！わんぱく広場
「ブルームボール体験」 

◎この事業は佐呂間町芸術文化支援事業を利用

　して行われます。皆さんもこの支援事業を利

　用して、講演会、演奏会などを企画してみま

　せんか。詳しくは社会教育課（２－１２９５

　までお問い合わせください。

）

間ブルームボール協会の協力で、昨年日本代表

として世界大会に出場した佐呂間ヴァイスの選

手３名から、世界の技を学びました。

最初はパスやシュートなど基本を学び、その後

はミニゲームを楽しみました。初めてブルーム

ボールを体験した子もゴールを決めて、最後に

は世界選手からも思わず「すげー！」と声が上

がるスーパーシュートを決める子どももいまし

た。今回参加した子ども達から将来の日本代表

が誕生するかもしれません、楽しみですね。

２月１２日（日）町民センターで科学の不思議

を体験できる『サイエンスキャラバン』を開催

しました。このイベントは子ども会育成会連絡

協議会と共催で行っており、今年は佐呂間高校

生によるブースも設置され、前日には実験の練

習をして当日に臨みました。

日曜日は雪の舞う天気となりましたが、約２６

０名が来場し、紙に好きな色を染色する“折り

染め”や、空気を利用してタイルを滑る“ホバー

クラフト”等１７の実験や工作に挑戦。中には

「全部回ったよ！」という来場者もおり、幼児

から高齢者まで科学の不思議を堪能しました。

　
科学の世界を体験しました
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1 月２８日（土）髙橋土建㈱機材センター（西富）

で「はたらくくるま乗車体験会」を開催しまし

た。この日は髙橋土建㈱と佐呂間ライオンズク

ラブの協力で、冬道や除雪車について説明を聞

き、機材センター内を見学して、最後にはプロ

の運転手さんの運転で、乗車体験をしました。

普段乗ることの無い操縦席に座って「ボタンが

いっぱいある！」と驚いたり、乗車体験では「凄

かった！もう１回乗りたい！」といった声が聞

かれ、除雪作業の運転手気分を味わいました。

　
－子育て講座－

冬道の安全を守る
「除雪車」に乗車しました

町民の作品の発表の場として町民センターのロ

ビーをご利用いただけます。皆さんも日ごろの

活動の成果を発表してみませんか。

詳しくは社会教育課（２－１２９５）までお問

い合わせください。

　
－皆さんの作品を町民センターに

展示しませんか－

ミニギャラリーのご案内

◎ロビー使用料：無料

【平成２８年度の利用実績】

児童生徒作品展、押し花作品展、小学生税の書

道展、ＭＯＡ美術館児童作品展、寿大学作品展、

高齢者文化展

寿大学では、平成２９年度の学生を募集してい

ます。月２回程度町民センターに集まり、午前

中は全員で講演などを聞き、午後からは９つの

クラブに分かれて活動します。

研修旅行や芸術鑑賞なども予定しています。

バスでの送迎も行っています。

皆さんの入学をお待ちしています。

　
－寿大学（佐呂間町高齢者学級）－

平成２９年度学生募集

○入学資格：町内在住の６０歳以上の男女

○ 受 講 料 ：年間１，５００円

　　　　　（このほかに運営委員会費がかかり

　　　　　 ます。またクラブによっては材料

　　　　　  費などがかかる場合があります。）

○申込方法：入学申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　 教育委員会社会教育課（役場２階）、

　　　　　 町民センター、若佐支所、浜佐呂

　　　　　 間出張所のいずれかに提出してく

　　　　　 ださい。入学申込書は各老人クラ

　　　　　 ブ、老人福祉センターにも置いて

　　　　　 あります。

○申込締切：４月４日（火）
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３月１日（水）～３月２６日（日）まではスター

でも発券可能です。集めたマイレージは有効に

ご活用下さい。

★景品交換券の発券手順

①集めたマイレージを専用の台紙に貼り、シー

　ルの枚数を確認する

②景品を選び受付に申込む

　（受付に備え付けの用紙に記入）

③景品交換券を受け取り「道の駅」で景品に引

　き換え（引き換えは３月２８日（火）まで）

ゲンキマイレージ景品交換券の
発券は「スター」でもできます

　
「スキー」と「スター」で

元気なカラダをはぐくみました

１月１４日（土）のスキー教室からスタートし

た「からだはぐくむスクール」が２月２５日（土）

実施の運動教室で全日程を終了しました。

４月から１年生となる子ども達を対象として、

スキーの基本技術習得と総合的な運動能力向上

を目的に開催しました。

スキー教室では、１人でスキーをつけるところ

から平地での移動や登坂などを学び、スターで

は、脳の活性化と良好な姿勢作りを目的に教室

が実施されました。どれも未経験のプログラム

で失敗を繰り返しながらも、子ども達は楽しん

でプログラムに取り組んでいました。

参加してくれた皆さん、１年生になってもたく

さんの失敗を重ね、成長してくれることを期待

しています。

　
「らくらく健康体操」好評実施中！

現在スターでは毎週火曜日と木曜日の週２回、

高齢者向けの体操教室「らくらく健康体操」を

武道館にて開催しています。

毎回３０名近くの方に参加していただいてお

り、言語や記憶といった認知機能向上に効果が

あるプログラムや体力や筋力を向上させる簡単

なトレーニング、ストレッチ等を実施していま

す。

参加している皆さんは、頭の体操など上手くで

きずに戸惑いながらも、大笑いしながら楽しく

プログラムを行い、教室終了後には頭と体の変

化を実感していただいています。また、体操教

室の前後に、ランニングコースでウォーキング

などをする方も次第に増えてきています。

教室は３月１４日（火）まで実施しています。

途中からの参加も大歓迎ですので、どうぞ気軽

にご参加ください。

３月は浜佐呂間出張所の図書室の本（３７０冊）

を入れ替えます。平日（午前８時３０分～午後

５時１５分）は貸出しもしていますので、ぜひ、

お立ち寄り下さい。

きっと見つかる、お気に入りの本
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リクエストを受付しています

図書館に読みたい本がない場合、新刊（おおむ

ね発行後１年以内）は図書館で購入し、古い本

は他の図書館から借りて、貸し出すことができ

ます。所定の用紙でお申し込みください。

えほん

　へんてこだより　　 　　　　　     　斉
さいとう

藤　洋
ひろし

／作

　おひるねしましょ　　フィルス・ゲイシャイトー／文

　アンパンマンとしらたまきしだん　　　 

　　　　　　　　　　　　　　 やなせ　たかし／原作

児童・青少年向け

　明日にトライ　   　　　　ひろはた　えりこ／文

小説・文芸書

　お師匠さま、整いました！　　　泉
いずみ

　ゆたか／著

　翼がなくても　　　　　　   　　中
なかやま

山　七
し ち り

里／著

　サロメ　　　　　　　　　　　　原
は ら だ

田　マハ／著

一般書

　ベジヌードル 　　　　　    　 村
むらやま

山　由
ゆ き こ

紀子／著

　考えるマナー　　　　　　　　   劇
げきだん

団ひとり他／著

　１００均ファン magazine ！  　　晋
しんゆうしゃ

遊舎／出版

　はじめてのなぜなにふしぎえほん      

　　　　　　　　　　　　　 てづか　あけみ／絵・文

　動物園飼育員・水族館飼育員になるには　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　高
たかおか

岡　昌
ま さ え

江／著

３月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　３月　４日（土）　１１日（土）　１８日（土）

　　　２１日（火）　２５日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　３月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２１日（火）　２７日（月）　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　３月　６日（月）　１３日（月）　２０日（月）

　　　２１日（火）　２７日（月）　３１日（金）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

火

曜

日

　３月　７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

　３月１４日 ※佐呂間小学校 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

（※１４日のみ運行）

水

曜

日

３月　１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

１５日 ※浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２９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

　　　 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

（※１・１５日のみ運行 ☆１５日のみ運行）

３月　８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２２日

木

曜

日

３月　２日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１６日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

３０日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

☆佐呂間高校 15：15 ～ 15：30

（※２・１６日のみ運行 ☆２日のみ運行）

３月　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２３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。

図書館映画上映会のお知らせ

春休み期間中に映画上映会を開きます。上映作

品はアニメ映画『パンダコパンダ』（３５分）

と『リトルモンスター』（３３分）です。

お友達と一緒にいらして下さい。

〈購入できない本〉

・専門的で、読む人が限られる本

・付録つきの本

・雑誌類（定期刊行されるもの）

・その他、図書館で購入するのに適当でない本

○日　時：３月２９日（水）

　　　　　午前１０時３０分から

○場　所：児童館　プレイルーム

○その他：入場無料


