
平成３０年度　佐呂間町教育講演会

（ 兼佐呂間町 PTA 連合会研究大会）

「心に響くコミュニケーション
　　　　　　　　　ペップトーク」

○日　時：７月１１日（水）

　　　　　午後７時～９時

○演　題：心に響くコミュニケーションペップ

　　　　　トーク

                 ～やる気を引き出す魔法の言葉～

○講　師：岩﨑　由純　氏

　　　　 （一般財団法人日本ペップトーク普及

　　　　　協会代表理事）

○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）

日本を代表するアスレチックトレーナーの岩﨑

由純氏が佐呂間町に来町します。

ペップトークとはもともとアメリカでスポーツ

の試合前に使われている短い激励のスピーチで

す。スポーツだけでなく、家庭や教育現場、職

場でもすぐに実践できます。

一般の方も参加できますので、ぜひお気軽にご

来場ください。

１９５９年山口県岩国市

生まれ。日本体育大学体

育学部卒業。

大学卒業後はシラキュー

ズ大学院専攻科へ留学。

現在はＮＥＣレッドロケ

ッツ・コンディショニン

グアドバイザーとして活躍している。

主な著書：元気の缶詰ペップトーク 感動体

験編（中央経済社）

こどもがやる気になる短い言葉がけスクール

・ペップトーク（学時出版）

※上記の著書は図書館で借りることができます。

＜講師プロフィール＞

６月１９日（火）、佐呂間高校で寿大学「高校

生と学ぶ」を開講し、１５歳の高校生から９６

歳の大学生まで、また当日来町していたパーマ

からの留学生も加わり、総勢約２００名が共に

学びあいました。

２時間の授業では教科ごとに各教室へ分かれ、

お互いの知恵や知識を出し合いながら、楽しく

学びました。

授業終了後は全員が体育館に集まり、川根春子

さんの指揮の元、佐呂間高校吹奏楽局の伴奏で

「故郷」を合唱して、交流を深めました。

～寿大学活動報告～

高校生と楽しく学びました
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～ 参加チーム募集 ～

町長杯ソフトボール大会開催

今年も町内の小学４～６年生を対象とした「わ

んぱく広場」を開催します。

３日間の中で、佐呂間町の夏を満喫できるプロ

グラムを用意しております。

たくさんのことを体験し、「佐呂間町ってこん

ないいところがあるんだ！」と、地域のことを

学び、自分たちの住む町の魅力を感じてもらい

たいと思います。

たくさんの参加をお待ちしております！

～ 楽しい思い出を作ろう ～

「わんぱく広場」を開催します！

○日　程：８月１日（水）～３日（金）

　　　　　（２泊３日）

○場　所：佐呂間町内（宿泊は町民センター）

○内　容：町内探検、流しそうめんなど

○対　象：町内の小学４～６年生

○定　員：２４名（定員を上回る申込みの場合、抽

　　　　　選とします）

○参加費：３，０００円程度（食材費）

○申込み：小学校を通じてチラシを配布しますの

　　　　　で、７月１３日（金）までに申込書を

　　　　　各学校へ提出いただくか、または社会

　　　　　教育課（２－１２９５）までお申し込

　　　　　みください。

第１１回町長杯ソフトボール大会が開催されま

す。出場希望チーム、詳細については、大会事

務局までお問い合わせください。

日　程：８月１９日（日）

場　所：総合グラウンドソフトボール場

チーム：地域単位で編成（年齢枠あり）

　　　　　　　　２０代：３名　３０代：３名

　　　　　　　　４０代：２名　５０代：１名

　　　　　　　※各年代の繰り下げは認める。

申込み：８月１日（水）までに事務局までお

　　　　申し込みください。

問合せ：大会事務局　志賀 克浩

　　　　　　　　　　（090-1645-9517）

プール夏期営業のお知らせ

６月１５日（金）から温水プールの開館時間が

夏時間に変更になりました。火曜日から金曜日

についても午前１０時からご利用いただけます

本格的なプールシーズンが到来しました。プー

ルのルール・マナーをお守りいただき、安全に

楽しく施設をご利用ください。

○夏期営業時間

　火曜日～金曜日：午前１０時～午後９時まで

○夏期営業期間

　６月１５日（金）～８月３１日（金）

※土日は引き続き午前１０時～午後５時までの

　利用となります。

　。

６月１３日（水）から２週間、姉妹都市のパー

マ市から中学生４名、高校生６名、引率教諭３

名がやってきました。

一行は町内の各学校を訪れ、小学校では英語の

授業に参加したり、給食を食べたりし、佐呂間

の子ども達は交流しながら楽しく英語を学びま

した。

佐呂間町からは、９月４日（火）から２０日（木）

の日程で、中学生６名、高校生２名、引率２名

がパーマ市を訪問する予定です。

　パーマからの留学生と
　　　　　　　　交流しました
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北海道教育庁と日本ハムファイターズが連携し

て、小学生の読書推進全道キャンペーンを実施

しています。小学生のみなさんはぜひ、このキャ

ンペーンに参加してみてください。

学校を通じて配布しておりますチラシに記載し

ているインターネットの申し込みページに、パ

　本を読んでファイターズを
　　　　　　　　　応援しよう

【　キャンペーンの概要　】

☆参加申込期限：７月２５日（水）

☆読書期間：７月２６日（木）から

　　　　　　８月１９日（日）

☆問合せ先：図書館（２－２２１５）

ソコン、スマートフォン等から直接アクセスし

て申込をしてください。

○読書期間中に目標冊数（１・２年生は１０冊、

３・４年生は８冊、５・６年生は６冊）に達す

る本を読み、読書通帳を図書館に提出すると、

後日、株式会社パイロットコーポレーションご

提供、ファイターズロゴ入りシャープペンシル

を１本プレゼントいたします。

また、希望される方には、ファイターズの試合

への招待されます。

（９月の期間中「９／１１～９／２２」の全８

試合の中から、希望する日の試合にご招待しま

す。第１希望日以外となる場合もあります。）

○日　時：８月３日（金）午後１時から

○場　所：図書館　絵本コーナー

○内　容：大きな大きなかぼちゃの

　　　　　おはなし他　計５演目

人形劇サークルぱんぷきん
≪夏休みだよ。特別公演≫

　　　　　　　　　　のお知らせ

夏休みのおたのしみ！人気作品を用意しての映

画上映会を開催します。親子揃っての来場をお

待ちしております。

　図書館映画上映会のお知らせ

○日　時：７月２７日（金） 

　　　　　午前１０時３０分から

○場　所：児童館　プレイルーム

○上映作品：忍たま乱太郎の宇宙大冒険

　　　　　　太陽系の段◇月の段（５０分）

みなさんが楽しめる人形劇の夏休み特別公演を

開催します。

夏休みは「武道館」で
体を動かそう！

現在、土・日・祝日に実施しております「元気

アップおやこひろば」（武道館開放事業）の開

放日を小学校の夏期休業期間中に限り下記のと

おり拡大いたします。夏休み期間中はぜひ、ご

家族でスターにお越しください。

～「元気アップおやこひろば」

　　　　　　　　夏休み特別開放のお知らせ～

＜７月の開放日＞

　２５日（水）、２６日（木）、２７日（金）、

　３１日（火）

＜８月の開放日＞

　１日（水）、２日（木）、３日（金）、７日（火）

　８日（水）、９日（木）、１０日（金）、１４日（火）

　１５日（水）、１６日（木）、１７日（金）

※土・日・祝日は引き続き開放いたします。

※専用使用等によりご利用いただけない場合が

　あります。

○時　間：午前１０時～午後５時

○料　金：施設使用料１００円（保護者のみ）

○対　象：保護者同伴の乳幼児及び小学生

○内　容：ブロックマット等の遊具を用いた自

　　　　　由遊び
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小説・文芸書

　１００歳の１００の知恵　　　　吉
よしざわ

沢　久
ひ さ こ

子／著

　ウォーターゲーム　　　　　　　吉
よ し だ

田　修
しゅういち

一／著

　カットバック　　　　　　　　　今
こ ん の

野　 敏
びん

  ／著

一般書

　コリと痛みの地図帳　　　　　　石
いしがき

垣　英
ひでとし

俊／著

　かんたん！ヘルシー！魚の缶詰レシピ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　キッチンさかな／著

　本当にある！変なことわざ図鑑　森
もりやま

山　晋
しんぺい

平／文

児童・青少年向け

　よくわかる銀行　　　　　　　戸
と や

谷　圭
け い こ

子／監修

　虫のしわざ探偵団　　　　　　　新
しんかい

開 　孝
たかし

  ／著

　マネキンさんがきた　　　　　　村
むらなか

中　季
り え

衣／作

えほん

　アンパンマンとバイキンてつのほし

　　　　　　　　　　　　　やなせ　たかし／原作

　うさぎでうれしい　うさぎはうさぎ　

　　　　　　　　　　　　　　　さこ　ももみ／作

　ふしぎなあおいふく 　　  　　　サトシン／さく

７月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　７月　７日（土） １４日（土） １７日（火）

　　　　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

　　７月　２日（月）  ９日（月） １６日（月）

　　　　１７日（火） 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

　　７月　2 日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　　１７日（火） ２３日（月） ３０日（月）

　　　　３１日（火）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

※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。

火

曜

日

　７月１０日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２４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

※１０日のみ運行

　７月　３日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　３１日 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日のみ運行

水

曜

日

　７月　４日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　１８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

　７月１１日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　７月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１９日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　７月１２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

夏休みに工作教室を開催します。ぜひご参加く

ださい。

夏休み工作教室のお知らせ

○日　程：８月７日（火）～１０日（金）

○時　間：①午前１０時３０分～１２時

　　　　　②午後１時～３時

○内　容

　　７日：うまく入るかな？けんだま作り

　　８日：自分だけのジグソーパズル作り

　　９日：夏をすずしく　ふうりん作り

　１０日：ぴょんぴょん！

　　　　　　　　　アニマルヨーヨー作り

○対　象：小学生以上（未就学児

　　　　　も保護者同伴であれば

　　　　　参加できます。）

○その他：参加無料・時間内であ

　　　　　れば自由参加です。

リサイクルであそんじゃお！


