－姉妹校から短期留学生来町－

パーマ中高生 佐呂間の夏を満喫
６月１５日（木）から２９日（木）の日程で、
姉妹都市のパーマ市から中学生４名、高校生４
－第３２回サロマ湖 100km ウルトラマラソンー

名、引率教諭２名がやってきました。

ご声援・ご協力
ありがとうございました

それぞれの姉妹校での授業、町内小学生との交
流の他、座禅、書道等、佐呂間の夏を満喫した
１４日間だったようです。

６月２５日（日）サロマ湖１００ｋｍウルトラ
マラソンが開催され、５０ｋｍ・１００ｋｍ
の部あわせて３，７０５名のランナーが雄大な
サロマ湖を駆け抜けました。佐呂間町からは、
１００ｋｍの部に１５名、５０ｋｍの部に１８
名がエントリーし、沿道からの温かい声援を受
けながら、自らの限界に挑戦しました。
３２回目となった今大会は、雨天で最高気温が
１４℃とランナーにとっては、コンディショ
ンが悪く、５０k ｍの部で８４．４％（昨年度
９２．２％）、１００km の部で７１．４％（昨
年度８０．４％）と完走率は昨年より低くなり
ましたが、ボランティアの皆さんをはじめ、関
係機関のご尽力により、無事大会を終了するこ
とができました。
大会運営や選手へのサポートを頂いた多くの町
民の皆さまに、心から感謝申し上げます。

佐呂間町からは、９月５日（火）から２１日（木）
の日程で、教育長、中学生３名、高校生３名、
引率２名がパーマ市を訪問する予定です。

～ミニコンサート～
和楽器とパフォーマンスで大盛り上がり！
７月６日（木）町内の保育所の幼児と、あいあ
いらんどの参加親子を対象としたミニコンサー
トを佐呂間保育所で開催しました。
今年は”Ezo'n（エゾン）”による和楽器演奏
とバルーンアートパフォーマー”シオリーヌ”
さんによるバルーンパフォーマンスがありまし
た。子どもたちに大人気のアニメソングの演奏
や、演奏に合わせて風船でキャラクターをつく
る姿に子どもたちは「すごーい！」と目をキラ
キラと輝かせていました。

○和太鼓の体験や、子ども達全員にハートの形をした風
船のプレゼントもあり、とても嬉しそうでした。

少年文化劇場を開催します
今年度の少年文化劇場は、小学校は「ミュージ
カル」、中学校は「落語」。それぞれ一般の方も
入場できますので、ぜひこの機会にお楽しみく
ださい。
- 小学生対象事業 ミュージカル『オズの魔法使い』
本当の知恵と心、勇気を求めてドロシーと愉快
な仲間たちが繰り広げる飛び切り楽しいミュー
ジカルです。
◎日

◎会

時：９月７日（木）
午前１０時１５分～１１時３５分
（予定）
場：佐呂間小学校体育館

- 中学生対象事業 落語 『おもしろ落語鑑賞会』

－佐呂間町芸術文化支援事業－
ウェイウェイ・ウーデビュー１５周年
記念コンサートを開催します！
今年でデビュー１５周年を迎える中国上海生ま
れの二胡奏者ウェイウェイ・ウーさんのコン
サートを開催します。中国の伝統的な擦弦楽器
二胡の音色を５年ぶりに佐呂間にお届けしま
す。
ご来場をお待ちしております。
○日

時：８月２０日（日）
午後５時３０分 開場
午後６時 開演

○場

所：町民センター

○入場料：大人２，０００円（当日２，２００円）
中高生１，０００円（小学生以下無料）
○主

催：夢づくり集団パル

○問合せ：佐呂間整骨院（尾崎）

落語って難しそう…と思ってしまいますが、日
常の「あるあるネタ」や流行語を取り入れ、誰
にでも身近に感じてもらえるような内容となっ
ています。
◎日 時：９月２７日（水）
午後１時１０分～２時４０分（予定）
◎会 場：佐呂間中学校体育館

※いずれも入場無料。問い合わせは社会教育課
（２－１２９５）まで。

℡２－２４４４

◎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。

教育委員会開催のお知らせ
平成２９年第５回佐呂間町教育委員会を、次の

～子育て講座「お家のヒミツ発見！」～
建設現場の基礎を見学しました！
７月１日（土）高齢者福祉住宅建設現場で子育
て講座「お家のヒミツ発見！」を開催し、４１
名が参加しました。
住宅の構造のお話や材料のお話、生コンクリー
トに実際に触れてみる体験や、建設中の基礎の
上に上がる体験等、いつもは間近で見ることの
できない建設現場に子どもたちは興味津々な様
子でした。

とおり開催します。
◎開催日時：８月１７日（木）
午後４時００分開会
◎開催場所：町民センター 第１研修室
◎審議内容（予定）
・平成３０年度使用小学校及び中学校教科書
並びに学校教育法附則第９条の教科書採択
について
・ 平成２８年度佐呂間町教育委員会の活動状
況に関する点検・評価報告書について
・佐呂間町学校給食センター運営委員会委員
の委嘱について
・ その他

※傍聴を希望される方は、会場入口の傍聴人名
簿に氏名等を記入の上、入室願います。
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ゲンキマイレージ「スター」
夏のキャンペーン実施中！
期間中「トレーニングルーム」
「ランニングコー
ス」「プール」を利用し、利用回数や運動した
距離・時間等に応じて「ゲンキマイレージ」が
もらえるキャンペーンを実施中です。健康の維
持・増進や体の違和感の改善、水泳のレベルアッ
プなどお客様の目的に応じた様々なレッスンプ
ログラムも各種用意しております。
この夏スターでゲンキマイレージを増やしなが
ら「新しい自分」を手に入れてみませんか。
※キャンペーンの詳細はスターへお問い合わせ
いただくか、館内配布チラシ・ポスターをご覧
ください。

元気アップスイミング
ジュニア１～３年生コース終了！
５月から開催してきました元気アップスイミ
ングのジュニア１～３年生コースが７月１４
日（金）をもって終了しました。全６クラス計
７０名の生徒たちは面かぶりクロールやクロー
ル息継ぎなどそれぞれのクラス目標に向かって
１０回のレッスンに挑みました。最終日の判定
テストでは目標を達成して、喜ぶ生徒の姿が見
られました。４年生から６年生対象のレッスン
は８月２４日（木）からを予定しています。
詳しくは、学校を通してチラシを配布しますの
でそちらをご覧ください。

インナーマッスルを刺激し、
しっかり脂肪燃焼しました
去る６月２７日（火）、７月４日（火）７月
１１日（火）の３回にわたり「フィットネス講座」
を開催しました。３年目の開催となる今回は「か
らだ改善エクササイズ＆アクアエアロビクス教
室」と題し、昨年に引き続き鷲美幸先生を講師
に招き開催いたしました。今回のレッスンでは
インナーマッスル（深層筋）を刺激するエクサ
サイズとアクアエアロビクスを組み合わせて行
うことで運動効果をさらに高めました。２回目
に実施した「ひめトレ」では骨盤底筋群と呼ば
れる姿勢保持やウエストの引き締めに関わる筋
肉を刺激するプログラムを行いましたが、実施
前と比較しウエストが３㎝減った参加者も見ら
れました。後半のアクアエアロビクスでは、脂
肪だけでなくストレスも一緒に解消でき、楽し
くレッスンを終えることができました。
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８月

新しい本を購入しています
図書館では、毎月新しい本を購入しています。
リクエストがあればできるだけご希望にお応え

１日 ※佐呂間小学校
１５日 若佐消防

13：10 ～ 13：30

２９日 若佐コミセン前

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

火
曜
日

８月８日 ※佐呂間小学校
２２日 宮前団地

読んでみたい本はありませんか。図書館にはど
８月

水
曜
日

町ホームページ「施設案内」内の、
「図書館」ペー
ジにおいて図書館新着情報（ＰＤＦ形式）の閲

13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前

14：30 ～ 14：50

２日 ふれあいインサロマ

12：40 ～ 13：00

３０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
12：40 ～ 13：00

８月

３日 ※若佐小学校

10：10 ～ 10：25

木

１７日 ※佐呂間中学校

12：45 ～ 13：05

曜

３１日 夢ふうせん

13：20 ～ 13：40

日

（※３１日のみ運行）
８月２４日 若佐小学校

１９３４年の地図

堂場

瞬一／著

ひがしかわ

10：30 ～ 10：50

１６日 ※浜佐呂間小学校

８月２３日 浜佐呂間小学校

活用してください。

しゅんいち

13：20 ～ 13：40

西中央公民館

（※３０日のみ運行）

覧ができます。月１回更新していますのでぜひ

どうば

10：10 ～ 10：30

（※２２日のみ運行）

のような本があるか、ぜひ来てみてください。

小説・文芸書

14：00 ～ 14：15

（※２９日のみ運行）

ができるように随時検討し、購入しています。

新着情報をホームページで
確認できます

10：10 ～ 10：30

10：10 ～ 10：25

※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。

とくや

探偵さえいなければ

東川

篤哉／著

ほんだ

てつや

増山超能力師大戦争

誉田

哲也／著

８月の休館日のお知らせ

一般書
つばきもと

知ってる？アイツの名前

椿本

ね こ

涅子／作

老い越せ、追い抜け、老い飛ばせ
いしかわ

きょうぞう

石川

恭三／著

あぁ、だから一人はいやなんだ。
いとう

あさこ／著

児童・青少年向け
世界の名言大事典
いただきます図鑑

ゆがり

まさずみ

弓狩

匡純／著

やまもと

けんじ

山本

謙治／監修

英語好きな子に育つ楽しいお話３６５

◎町体育館の休館日
８月 ５日（土） １２日（土） １９日（土）
２６日（土）
※土曜日及び祝日の翌日休館
◎スターの休館日
８月 7 日（月） １２日（土） １４日（月）
２１日（月） ２８日（月）
※月曜日及び祝日の翌日休館

小学生のための英語教育研究グループ／著

えほん
ぽつぽつぽつだいじょうぶ？

パパおふろ
だじゃれ世界一周
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しもかわら

ゆみ／作

きくち

ちき／作

は せ が わ

よしふみ

長谷川

義文／作

◎図書館の休館日
８月 ７日（月） １１日（金） １４日（月）
２１日（月） ２８日（月） ３１日（木）
※月曜日・祝日及び図書整理日休館

