－わんぱく広場（宿泊交流体験）ー

佐呂間の夏を満喫しました！
８月２日（水）から２泊３日の日程で、わんぱ
く広場（宿泊交流体験）を開催し、４～６年生
の児童４９名が参加しました。
参加した児童は町民センターに宿泊し、食事づ
くり、海釣り、トップファームの見学、酪農学
園大学の協力による野生動物についての講座、
絵手紙、流しそうめん等、交流を深めながらた
くさんの体験をしました。
今年度も食生活改善推進員さんをはじめ、たく
さんの地域の皆様にご指導、ご協力をいただき、
ありがとうございました。

○３日目は、寿大学のお散歩絵手紙クラブの皆さん
に講師をしていただき、絵手紙を描きました。
自分の描いたイラストに一言添えると、味わい深い
作品になりますね。

－子育て講座「お家のヒミツ発見！」－

壁の内側をのぞいたよ！
８月１９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、
３３名が参加しました。
前回からの工事の進行状況を写真を使って説明
を受けた後、工事中の建物内部を見学し、壁に
貼られたシートや柱や梁の様子を興味深く観察
しました。見学後には、のこぎりで木を切った
り、げんのうで釘を打つ体験も行い、子どもた
ちはさながら大工気分で真剣な表情となり、木
を切ったり、釘打ちに取り組みました。

○１日目の夕食をみんなでつくり、
「美味しい！」
「全
部食べたよ～！」等、みんなでつくったご飯をおい
しく食べました♪

○２日目の海釣りは、１日目の夜に自分達でつくっ
た釣り竿を使いました。釣った魚は食生活改善推進
員のみなさんが調理してくださり、美味しくいただ
きました。

－佐呂間町芸術文化支援事業－

－ 寿大学活動報告－

ウェイウェイ・ウーデビュー１５周年
記念コンサートが開催されました！

小学生と交流しました♪

８月２０日（日）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が開催されまし
た。
このコンサートは夢づくり集団パルの主催によ
るもので、町内では５年ぶりの開催となり、お
よそ１００名が中国生まれの弦楽器二胡の音色
を鑑賞しました。
演奏の合間には、本人の生い立ちや、楽器や曲
の紹介もあり、ダジャレを交えた軽妙なトーク
で会場は盛り上がっていました。
「二胡は喜怒哀楽を表現することができ、自分
の声のように演奏できる楽器」とお話しがあっ
たとおり、会場中が盛りあがる曲から、静かに
聞く曲まで幅広い曲が演奏され、普段生で聴く
ことの少ない二胡の力強い音色や優しく心地よ
い音色など様々な「音の表情」を堪能していま
した。

８月８日（火）に開催した寿大学で、町内の小
学生を対象にクラブの１日体験を行いました。
小学生１１名が参加し、パークゴルフクラブ、
お散歩絵手紙クラブの２つのクラブにそれぞれ
分かれ、寿大学生と一緒に活動しました。
初めはお互いに緊張している様子でしたが、一
緒に活動するなかで、緊張もほぐれ、楽しく交
流していました。

パークゴルフクラブ：ボールをどこに打てばいいのか
を優しく教えてもらい、子どもたちものびのびと楽し
くプレイすることができました。

お散歩絵手紙クラブ：絵の描き方、色の塗り方など丁
寧に教えてもらい、短い時間の中でとても上手に絵手
紙を描くことができました。

屋外体育施設
夜間照明終了のお知らせ
今年の屋外体育施設夜間照明（ナイター）は、
９月３０日（土）をもちまして終了させてい
ただきます。なお、各施設の日中のご利用は、
１１月上旬までを予定しています。
◎このコンサートは佐呂間町芸術文化支援事業
を利用して開催されました。
皆さんもこの支援事業を利用して、講演会、演
奏会を企画してみませんか。
支援事業の詳細、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。
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◎夜間照明（ナイター）利用施設
若佐パークゴルフ場
１００年広場パークゴルフ場
浜佐呂間パークゴルフ場
総合グラウンド（ソフトボール場）
佐呂間テニスコート

３日間の練習で、水とお友達に…

はじめての「健康づくり」を
応援します
スターでは予約制の「パーソナル指導」にて初
心者向けのトレーニング指導を行っています。
「筋力をつけるのにトレーニングを始めたいが、
何から始めて良いか分からない」という方や「ウ
エスト引き締めのため自宅で体幹トレーニング
を始めたが効果が出ない」という方はスターの
パーソナル指導を受けてみませんか。専任のト
レーナーがひとりひとりの目的に合わせた内容
で指導し、マシンやダンベルの種目はもちろん、
用具を使わない自宅用のトレーニングもご指導
いたします。どうぞお気軽にご活用ください。
●パーソナル指導
（各種トレーニング）のご案内
◎期
日：平成３０年３月３１日（土）まで
※休館日を除く
◎実施内容：各種トレーニング指導
◎対
象：高校生以上
（保護者同伴の場合中学生以下も可）
◎回
数：一人あたり月２回までの予約とさ
せていただきます
◎時
間：４５分～６０分
◎定
員：１～３名
（２～３名の場合同一の内容となります）
◎場
所：トレーニングルーム、会議室等
◎申込方法：お電話またはスター受付まで申込
みください
（毎月１５日から翌月分の受付を開始します）

７月１９日（水）から８月３日（木）にかけて
来年度の新１年生を対象に初歩の水泳とプー
ルの利用マナーを学ぶ「元気アップスイミン
グ」ちびっこコースを開催しました。２クラス
計３２名の子ども達は水中に沈めた棒やリング
を拾うゲームや水に顔をつけてこらえる練習、
ビート板を使用したキック練習などを行いまし
た。最初は慣れないプールに不安げな表情だっ
た子ども達も、最終日には笑顔を見せながら練
習に取り組んでいました。参加してくれた皆さ
ん、これからもたくさんプールに来て１年生に
なった時、今よりもっと泳げるようがんばりま
しょう。プールはこの後も１０月３１日まで使
えます。

夏休みイベントを行いました
夏休み期間中の、８月１日に開催した『スーパー
ボールを作ろう！』に、延べ６０名の子ども達
にご参加いただきました。みんなで楽しく丸め

温水プールの開館時間（平日）
の変更について

て作りました。

９月１日（金）をもちましてプールの夏期営業
（平日の午前営業）が終了となり、９月５日（火）
から平日のプール開館時間が午後１時～午後９
時までに変更となります。なお、土曜日と日曜
日は引き続き午前１０時～午後５時までの開館
となります。
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人形劇公演会
人形劇サークル『ぱんぷきん』の人形劇公演を
９月

行います。佐呂間のかぼちゃのおはなし、サザ

（19 日は休み）宮前団地

エさん等楽しいお話です。皆さんのご来場をお
待ちしています。

火

日

時：９月９日（土） 午後１時から

曜

場

所：佐呂間町立図書館絵本コーナー

内

日

西中央公民館

13：20 ～ 13：40
13：50 ～ 14：10
14：30 ～ 14：50

９月１２日 佐呂間小学校

10：10 ～ 10：30

（26 日は休み）若佐消防

９月

象：幼児～一般

10：10 ～ 10：30

仁倉旧農協前

13：10 ～ 13：30

若佐コミセン前

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

14：00 ～ 14：15

６日 浜佐呂間小学校

12：40 ～ 13：00

容：人形劇
「大きな大きなかぼちゃのおはなし」ほか

対

５日 佐呂間小学校

２０日
９月１３日 ふれあいインサロマ
（27 日は休み）浜佐呂間小学校
水

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

７日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

曜

臨時休館日のお知らせ

日

毎年５月に行っている蔵書点検を９月下旬に行
います。また新図書館システムの導入のため、
併せて２２日（金）～３０日（土）までを臨時

９月

休館と致します。

木

期間中は皆様に大変ご迷惑をお掛け致します

曜

２１日
９月１４日 若佐小学校

日 （28 日は休み）佐呂間中学校

が、宜しくお願い致します。

10：30 ～ 10：50
12：40 ～ 13：00

夢ふうせん

10：10 ～ 10：25
12：45 ～ 13：05
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。

小説・文芸書

９月の休館日のお知らせ

さいとう市立さいとう高校野球部
あさの

あつこ／著
はむろ

嵯峨野花譜

りん

葉室

夢三夜

麟／著

さえき

やすひで

佐伯

泰英／著

一般書
もりおか

名字でわかるあなたのルーツ

ひろし

森岡

浩／著

宇宙人に、いつ、どこで会えるか？
ふ た ま せ

二間瀬

としふみ

敏史／著

なぜ「近大発のナマズ」はウナギより美味いのか？
やました

山下

ゆ み

柚実／著

児童・青少年向け
みずき

河童大百科

水木
ごうど

世界一のパンダファミリー

しげる／著
ま ち

神戸

万知／文・写真
むらかみ

青春は燃えるゴミではありません

村上

しいこ／著

えほん
カノンとタクト

やまだ

かずあき

山田

和明／作・絵

ながの

１ぽんでもにんじん
ぱかっ
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長野

◎町体育館の休館日
９月 ２日（土）
９日（土）１６日（土）
１９日（火） ２３日（土） ２４日（日）
３０日（土）
※土曜日及び祝日の翌日休館

こ

ヒデ子／構成・絵
もり

こ

森

あさ子／作

◎スターの休館日
９月 ４日（月） １１日（月） １８日（月）
１９日（火） ２４日（日） ２５日（月）
※月曜日及び祝日の翌日休館
◎図書館の休館日
９月 ４日（月） １１日（月） １８日（月）
１９日（火） ２２日（金） ２３日（土）
２４日（日） ２５日（月） ２６日（火）
２７日（水） ２８日（木） ２９日（金）
３０日（土）
※月曜日・祝日及び図書整理日休館
※２２～３０日は蔵書点検等のため休館

