
ー寿大学活動報告ー
小学生とふれあいました！

８月９日（木）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１０名が参加し、お散歩絵手紙クラブ、

書道クラブの２つに分かれ、寿大学生と一緒に

クラブ活動を楽しみました。

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。

－わんぱく広場（サロマ探検隊！）ー

佐呂間の夏を満喫しました

８月１日（水）から２泊３日の日程で、わんぱ

く広場（サロマ探検隊！）を開催し、４～６年

生の児童２９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、黒曜石ナイフづくり、図書館での工作、

町内探検、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、

開催することができました。ありがとうござい

ました。

お散歩絵手紙クラブ：様々な野菜を題材に、絵の描き
方、色の塗り方を優しく教えてもらい、短い時間で素
敵な作品ができあがりました。

書道クラブ：「夏」「涼」という字を、墨を滲ませたり、
水で墨を薄めたり、上手に書けるコツを教えてもらい
ながら書きました。

１日目：黒曜石ナイフづくり。最初は黒曜石を割るこ
とが難しかったようですが、徐々に慣れていき、自分
だけの黒曜石ナイフを完成させることができました。

２日目：町内探検では、各班ごとに指令書に書いてあ
る問題を解きながら、町内各地へ分かれ、農業や漁業
など佐呂間の産業について学びました。全ての問題に
答え、美味しい食材を手に入れることができ、みんな
でバーベキューをしました。

３日目：最終日の昼食は流しそうめん。そうめんの他
にも枝豆やぶどう等が流れ、楽しい昼食になりました。
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文化団体による生花・手芸等の作品展示やダン

ス・カラオケ・ブラスバンド等の芸能発表が行

われます。ぜひご来場ください。

第５２回総合文化祭のお知らせ

　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

　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（日）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。

◎夜間照明（ナイター）利用施設

○日　時：９月２２日（土）～２３日（日）

　［作品展示会］２２日～２３日

　　　　　　　  　　（午前９時～午後５時）

　［芸能発表会］２２日（午後１時～４時）

○場　所：町民センター

○問合せ：佐呂間町文化連盟（事務局：金子）

　　　　　（０９０－８６３８－２９５１）

元気アップスイミング
「ちびっこコース」が終了しました

7 月 18 日（水）から 8 月 2 日（木）にかけ

て平成 31 年度の新 1 年生を対象に元気アッ

プスイミング「ちびっこコース」を開催しまし

た。教室はプールの利用方法や水慣れ、バタ足

等の練習を中心に、3 日間の日程で実施しまし

た。回が進むたび子どもたちはできることが増

え、嬉しそうに「ひとりで着替えができた」「鼻

をつままずにもぐれた」などコーチ達に報告し

てくれました。この３日間での経験が、子ども

たちにとっては大きな自信につながったようで

す。

【支援対象学習活動】

町民５名以上で自主的に企画・立案して実施

する学習活動等が該当します。

ただし、次の団体は“対象外”になります。

 ○町から補助を受けている団体

 ○すでに継続的に活動を行っている団体

　※既存活動以外の学習活動は対象になりま

　　す。 （外部講師による学習会等）

【支援内容】

 ○指導・助言：学習情報の提供、講師紹介

 ○金銭的支援：講師・指導者に対する謝礼

　　　　　　　学習に必要な消耗品

　　　　　　※謝礼は２０，０００円が上限

　　　　　　※消耗品は５，０００円が上限

 ○会 場 提 供 ：公共施設使用料免除

　
グループの学習活動には

「まなびすと」をご活用ください！

“まなびすと”は、町民のみなさんの自主的な

学習活動を支援することを目的とした制度で

す。町内にお住まいで、５名以上の団体・グルー

プの方にご利用いただくことができます。

皆さんもこの制度を有効に活用して、様々な学

習・文化・スポーツ活動に取り組んでみてはい

かがでしょうか。

◎詳しくは、社会教育課（２－１２９５）ま

　でお問い合わせください。
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卓球で「楽しむ健康づくり」
　　　　　　　　　始めませんか

９月１日から温水プールの開館時間が下記のと

おり変更となります。

○火曜日から金曜日

   　　　午後１時～午後９時

○土曜日と日曜日

　　　午前１０時～午後５時

ただ辛くて、苦しいだけの運動はなかなか続け

られないものです。まずは、自分のペースで気

軽に楽しみながら、自由に体を動かしてみませ

んか。スターでは下記の時間に卓球台を設置し、

開放しています。トレーニングのウォーミング

アップとして、また有酸素運動の代わりなど活

用方法は様々です。ご家族とのコミュニケー

ションを深める場として利用することもおすす

めです。どうぞお気軽に「卓球ひろば」をご利

用ください。

温水プールの開館時間（火曜日か
ら金曜日）の変更について 

夏休み期間中の８月７日～１０日に開催した工

作教室に、延べ１３８人の子ども達が参加しま

した。日替わりで、けんだま、パズル、ふうり

ん、ヨーヨーを楽しく上手に作りました。

～夏の遊びは、手作りおもちゃで～

工作教室を開催しました

毛糸を玉にした、けん玉作り

段ボールで作ったオリジナルパズル

◎期　日　平成 31 年 3 月 29 日（金）

　　　　　　　　までの毎週火曜日から金曜日

◎時　間　火・木）午前 10 時～午後 6 時

　　　　　水・金）午前 10 時

　　　　　　　　　　　　  ～午後 8 時 50 分

◎場　所　スター武道館（剣道場）

◎対　象　小学生以上（小学生は要保護者同伴）

◎料　金　1 回 100 円（高校生以下無料）

◎その他

　・各自で上靴をご用意ください。

　・貸し出し用のラケット・ボールを用意して

　　います。

　・専用使用等により開放期日、時間が変更と

　　なる場合があります。

　・その他利用規約に従いご利用願います。

　～「元気アップ卓球ひろば」

　　　　　　（卓球の個人開放）のご案内～
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小説・文芸書

　芸は人なり、人生は笑いあり　　　桂
かつら

　歌
うたまる

丸／著

　日本の美徳　　　　　　 　　瀬
せ と う ち

戸内　寂
じゃくちょう

聴／著

　引火点　　　　　　　　  　　　 笹
ささもと

本　稜
りょうへい

平／著

一般書

　ボンちゃんがいく☆　　　　　　鈴
す ず き

木　砂
さ わ

羽／著

　多分そいつ、今ごろパフェ食ってるよ。

　　　　　　　　　　　　　　Ｊａｍ／マンガ　文

　９割の会社はバカ

　社長があなたに知られたくない「サラリーマン護

　身術」 　　　　　　　　　　　石
いしはら

原　壮
そういちろう

一郎／著

児童・青少年向け

　どう解く？　　　　　　やまざき　ひろし／ぶん

　世界を変えた１００人の女の子の物語

　　　　　　　　　　　エレナ　ファヴィッリ／文

　四字熟語キャラクター図鑑　　深
ふ か や

谷　圭
けいすけ

助／監修

えほん

　からっぽマヨネーズ　　　　　ねじめ　正
しょういち

一／作

　かいていとっきゅうしんかいせん　

　　　　　　　　　　　　　　　平
ひ ら た

田　昌
まさひろ

広／ぶん

　３びきのこぶたと４ひきめのこぶた

　　　　　　　　　　　　　　きしら　まゆこ／作

９月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　９月　１日（土） 　８日（土） １５日（土）

　　　　１８日（火） １９日（水） ２０日（木）

　　　　２２日（土） ２４日（月） ２５日（火）

　　　　２９日（土）

   ※土曜日及び祝日の翌日休館

　※１８～２０日は特別清掃のため休館

◎スターの休館日

　　９月　３日（月） １０日（月） １７日（月）

　　　　１８日（火） ２４日（月） ２５日（火）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　　９月　３日（月） １０日（月） １７日（月）

　　　　１８日（火） ２３日（日） ２４日（月）

　　　　３０日（日） 

　※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

　９月　４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

（18 日は休み）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

　９月１１日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２５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

水

曜

日

　９月１２日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２６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

　９月　５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　１９日

木

曜

日

　９月１３日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２７日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　９月　６日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２０日

人形劇サークル『ぱんぷきん』の公演を行いま

す。「やさいむらのあかたろう」「しろくまのパ

ンツ」等楽しいお話です。皆さんのご来場をお

待ちしています。

　◎日　時　平成３０年９月１５日（土）

　　　　　　午後１時から

　◎場　所　佐呂間町立図書館　絵本コーナー

　◎内　容　人形劇　「ばばばあちゃんすいか

　　　　　　のたね」　ほか

　◎対　象　幼児～一般

人形劇公演会のお知らせ


