
－芸術の秋ー

音楽・ミュージカルを鑑賞しました！

９月７日（木）佐呂間小学校にて“劇団トマト座”

による、ミュージカル「オズの魔法使い」の公

演があり、町内の全ての小学生が鑑賞しました。

主人公である少女ドロシーと旅の途中で出会っ

たゆかいな仲間たちの、息の合ったかけあいに

子どもたちは大笑いしたり、真剣な目でドロ

シー達を見守ったり、物語に引き込まれている

様子でした。

今年で２８回目を迎える「ミュージックフェス

ティバル」を開催します。実行委員会では、出

演を希望する団体を募集しています。この機会

に町民のみなさんへ日ごろの練習成果を披露し

てみませんか？

－ミュージックフェスティバル vol ２８－

参加団体募集中！

○日　時：１１月１９日（日）

○場　所：町民センター集会室

○対　象：町内の各学校及び吹奏楽団体、音楽

　　　　　サークル（吹奏楽、器楽演奏、合唱

　　　　　など）

◎参加を希望される方は、１０月１３日（金）

　までに社会教育課（２－１２９５）へご連絡

　ください。

佐呂間町出身で、国内外で広く活躍中の現代墨

アート作家、安保　真さんの作品展を開催しま

す。「ふくろう」をモチーフにした作品は、墨

をにじませる独特の技法で描かれ、墨絵とは思

えないものばかりです。ぜひ足をお運びくださ

い。

第１１回安保　真（あんぼまこと）
「サロマふるさと展」

　　　　　　　　　を開催します

○期　間：１０月１１日（水）～１７日（火）

○時　間：午前１０時～午後７時

○場　所：町民センター第１研修室

○入場料：無　料

８月２５日（金）寿大学では、遠軽町を拠点と

して活動している夫婦ユニット“ホラネロ”の

演奏を鑑賞しました。風で作物が揺れる音や農

機具の音など地域の音を取り入れた音楽を堪能

しました。
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平成２９年度　佐呂間町教育講演会

（ 兼佐呂間町 PTA 連合会研究大会）

「この時代の家庭と
子育てに必要なこと」

○日　時：１１月２日（木）

　　　　　午後７時～９時（予定）

○演　題：「この時代の家庭と子育てに必要な

　　　　　 こと」

○講　師：金子　耕弐　氏

　　　　 （ファミリー・フォーラム・ジャパン

　　　　　副代表）

○場　所：町民センター集会室

○入場料：無料

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）

ＨＢＣ北海道放送のラジオ番組「金
か ね こ 　 こ う じ

子耕弐の

ファミリートーク」のパーソナリティーをつと

めている金子耕弐氏が佐呂間町に来町します。

一般の方も講演会に参加できますので、ぜひご

来場ください。

１９５６年横浜市生ま

れ。慶応大学文学部（

独文科）卒業。

１９７９年、ＦＥＢＣ

東京支社にアナウンサ

ーとして入社。後にＦ

ＥＢＣサンフランシス

コ支社に転勤し、日本

向け短波放送番組を担

当。

１９８７年に（株）エイブル語学研究社を設

立し、代表取締役となる。

１９９４年、本業の傍らファミリー・フォー

カス・ジャパン（現在のファミリー・フォー

ラム・ジャパン）の設立に協力し、現在は副

代表として子育て、家族・家庭問題について

の講演会やラジオ番組の制作をしている。

２００６年～２００７年、洗足学園女子中学

高等学校で英語科教師を勤める。

著書：「家族に贈るとっておきの話」ファミ

リー・フォーラム出版。

＜講師プロフィール＞

10 月９日（月）体育の日は
　　　　　　　　スターに行こう

「スターまつり」を開催します！

「あなたの本音を聞かせてください。」

高校生と大人が“本音”で様々なことを語り合

います。

どなたでも気軽に参加できますので、参加して

みませんか。

○日　時：１０月２９日（日）

　　　　　正午～午後４時３０分

○場　所：町民センター

○参加費：５００円（高校生無料）

○申込先：２－１２９５（社会教育課）

　　　　　０９０－９５１３－８１８０（眞如）

○主　催：サロマでしゃべろ場実行委員会

サロマで「しゃべろ場」を
　　　　　　　　　開催します！

毎年多くの来場者で賑わう「スターまつり」。

２１回目となる今年も、幼児から一般の方まで

体を動かしながら楽しめるプログラムを用意し

ています。ご家族揃ってご来場ください。

○日　時：１０月９日（月）

　　　　　午前９時３０分～午後２時３０分

○内　容：ニュースポーツ体験、水中ゲーム、絵

　　　　　本読み聞かせなど、参加すると景品を

　　　　　もらえる楽しい催し物を予定していま

　　　　　す。また、水中ゲームは事前の申込み

　　　　　が可能です。詳しくはスターまたは、

　　　　　社会教育課までお問い合わせください

○企画・運営：佐呂間町スポーツ推進委員

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）

。
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温水プール営業終了のお知らせ

温水プールの今年度の営業は１０月３１日（火）

午後９時をもちまして終了となります。営業の

再開は平成３０年５月を予定しております。ト

レーニングルーム、ランニングコース、武道館

につきましては通年で営業いたしますので、引

き続きご利用ください。

今年も「スターまつり」に合わせて、施設を無

料開放いたします。「プール」をはじめ「トレー

ニングルーム」、「ランニングコース」が一日無

料でご利用いただけます。体育の日はスターで

運動不足を解消しませんか。

♦無料開放日時

　１０月９日（月）　午前１０時～午後５時

※イベントプログラム実施に伴い、ランニング

コース及びプール利用について時間帯により利

用制限がございます。当日使用可能な時間帯に

つきましてはスターまでお問い合わせください

※トレーニングルーム・ランニングコースをご

利用の方は上靴をご用意ください。

人形劇やゲームなど、楽しいこと

がいっぱいの一日です。友達や家

族の方といっしょに遊びに来てく

ださい。

図書館まつりのお知らせ

○日　時：１１月３日（金）

　　　　　午前１０時～午後５時

○内　容

・古本市（１冊１０円～）　　

・図書館スタンプラリー

・みんなでつくろう

　　　　　サロマ動物園　　　

・玉井選手に手紙を書こう！

・みやまひろおの似顔絵ショー

・おはなし広場

　（人形劇公演）

・ももちゃんとジャンケンポン

・ビンゴ大会　

※当日お手伝いをいただけるボランティア（高 

　校生・一般）を募集しています。

　詳しくは、図書館（２－２２１５）でご確認

　願います。

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 17：00

10：00 ～ 12：00

10：00 ～ 17：00

13：00 ～ 14：00

14：00 ～ 14：30

14：30 ～ 15：00

15：00 ～ 15：30

日頃の練習成果を
　　　　　　発揮してみませんか

日本水泳連盟公認の泳力検定会を下記のとおり

開催いたします。今シーズンの練習成果をこの

機会に発揮してみませんか。

○日　時：１０月２７日（金）

　　　　　午後６時３０分～

○対　象：小学生以上

○会　場：佐呂間町武道館・温水プール

　　　　　　　　　　　　　　（競泳用プール）

○申込み：１０月２０日（金）までにスターへ

　　　　　お申込みください。（電話可）

○受検料：無料

※但しプール使用料及び合格時に登録料

　（７００円＋振込手数料）が必要となります。

○判定基準：館内掲示ポスターをご覧になるか

　　　　　　スターまでお問い合わせください

○その他：

・ スタートは水中スタートとなります

　　　　　　　　　　　　　　（飛び込み不可）

・ 合格者には後日バッジと認定証が贈呈されま

　す

～日本水泳連盟認定「泳力検定会」
　　　　　　　　　　　　　のお知らせ～

。

。

スター無料開放！

※昨年の図書館

　まつり
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※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。

児童・青少年向け

　目でみる地下の図鑑　　　 　　 こどもくらぶ／編

　敗北を力に！甲子園の敗者たち　　 元
もとなが

永　知
ともひろ

宏／著

　恋する熱気球　 　　　　　　  梨
な し や

屋　アリエ／著

小説・文芸書

　迷―まよう―　　　　　　　大
おおさわ

沢　在
ありまさ

昌　他／著

　アキラとあきら　　　　　　　　池
い け い ど

井戸　順
じゅん

／著

　船参宮　　　　　　　　　　　　佐
さ え き

伯　泰
やすひで

英／著

一般書

　もうちょっと「雑」に生きてみないか

　　がんばりすぎない　　　　  　 和
わ だ

田　秀
ひ で き

樹／著

　毒だしうがい　歯周病と口臭を防ぎ、

　　病気まで遠ざけるすごい健康法    　照
てるやま

山　裕
ゆ う こ

子／著

　渡辺裕之の６０過ぎたら９０を切るゴルフ　

　　　　　　　　　　　　　　　　渡
わたなべ

辺　裕
ひろゆき

之／著

えほん

　まねきねこだ！！　 　　　　　 高
たかばたけ

畠　那
な お

生／作

　ブタのドーナツやさん　　 　　　 田
た ぐ ち

口　智
とものり

則／作

　あま～いしろくま　　　　　　柴
し ば た

田　ケイコ／作

１０月の休館日のお知らせ

火

曜

日

１０月　３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１７日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

　　　３１日 西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

１０月２４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

（10日は休み）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

水

曜

日

１０月　４日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

１８日

１０月１１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

２５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

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

木

曜

日

１０月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１９日

１０月１２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２６日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

◎町体育館の休館日

　１０月　７日（土）　１０日（火）　１４日（土）

　　   　２１日（土）   ２８日（土）   

   ※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　１０月　２日（月）　 １０日（火）　１６日（月） 

            ２３日（月）　３０日（月 )　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　１０月　２日（月）　　９日（月）　１０日（火）

　　　　１６日（月）　２３日（月）　３０日（月）

　　　　３１日（火）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

紙切り似顔絵師チャンキー松本さんと E テレ

「シャキーン！」や『おかめ列車』の昭和雰囲

気漂う絵でおなじみのいぬんこさん。青空亭と

いう屋号で様々なイベント活動をしています。

切り絵をしたり絵本を読んだり、音頭を踊った

りの楽しい１時間のショータイムです。お二人

の息のあったやり取りをお楽しみに。

○日　時：１０月２１日（土）

　　　　　午後３時～４時

○場　所：佐呂間町立図書館　絵本コーナー

※それぞれ終了後に、サイン会と絵本の販売会

　を行います。

○対　象：幼児～一般

○参加費：無料

チャンキー松本といぬんこの
絵本読み聞かせショー


