
　
科学の世界を体験しました

　佐呂間町芸術文化支援事業
のお知らせ

佐呂間町芸術文化支援事業は、佐呂間町内にお

ける芸術文化公演等の鑑賞機会の充実を図り、

町民の自主的な芸術文化活動の活性化を図るこ

とを目的に実施している事業です。町内で行わ

れる芸術文化公演（講演）事業に対し、下記の

支援を行います。

【支援内容】

・事業費の補助

 （対象経費から入場料収入を除いた金額、　  

   上限１５０万円、原則入場料を徴収）

・公共施設使用料免除

・公共施設でのチケット取扱い

 （教育委員会、町民センター、若佐コミセン、   

   浜佐呂間活性化センター）

・町民センター先行予約

・名義後援

【対象事業】

次の条件を満たすもので、選考委員会が認めた

もの。

◎皆さんもこの事業を利用して、講演会や芸術 

　鑑賞事業などを企画してみませんか？

　支援事業の詳細、講演・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。

・芸術、文化等の公演（講演）事業

  （政治、宗教、営利を目的とするものは対象外）

・町内の団体、実行委員会等が主催する事業

・広く町民を対象とするもの

  （夢通信、新聞折り込み等で周知）

－芸術文化支援事業－

和楽器コンサートを開催します！

遠軽町在住の尺八、シャクルート奏者谷藤紅山

さんによる和楽器コンサートを開催します。

たくさんの方のご来場をお待ちしております。

○日　時：３月２５日（日）　

　　　　　午前１０時 開演

○場　所：町民センター

○入場料：無料

○主　催：よりあいサロン「呂々（ろろ）」

○問合せ：佐呂間整骨院（２－２４４４）

２月１８日（日）町民センターで科学の不思議

を体験できる『サイエンスキャラバン』を開催

しました。このイベントは子ども会育成会連絡

協議会と共催で行っており、子ども会育成者、

高校生のボランティア、管内の学校の先生等が、

科学の実験や工作を体験できる１５のブースを

設置しました。

前日から当日の朝にかけて雪に見舞われました

が、日中には天候が回復し、約１５０名が来場

しました。来場者はクエン酸や重曹を使った

“発泡入浴剤”を手作りしたり、バルーンアー

ト用の風船を使用した“風船電話”で遊んだり

と、幼児から高齢者まで幅広い年代が楽しみま

した。
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　さろま英会話サークル

メンバー募集！

「さろま英会話サークル」では、一緒に英会話

を勉強するメンバーを募集しています。（中学

生以上。学生の方は保護者の同意書を提出して

いただきますが、町民センターまでの送迎が条

件となります。）

活動は下記のとおりを予定しています。

開催時間：４月から週に１回程度

　　　　　１９時から１時間

場　所：町民センター

会　費：１回あたり１００円

興味のある方は３月３０日までに弘内（090-

2692-4908）までご連絡ください。

その後も随時入会することができます。

寿大学では、平成３０年度の学生を募集してい

ます。月２回程度町民センターに集まり、午前

中は全員で講演などを聞き、午後からはさまざ

まなクラブに分かれて活動します。

研修旅行や芸術鑑賞なども予定しています。

バスでの送迎も行っています。

皆さんの入学をお待ちしています。

　
－寿大学（佐呂間町高齢者学級）－

平成３０年度学生募集

○入学資格：町内在住の６０歳以上の男女

○ 受 講 料 ：年間１，５００円

　　　　　（このほかに運営委員会費がかかり

　　　　　 ます。またクラブによっては材料

　　　　　  費などがかかる場合があります。）

○申込方法：入学申込書に必要事項を記入の上、

　　　　　 教育委員会社会教育課（役場２階）、

　　　　　 町民センター、若佐支所、浜佐呂

　　　　　 間出張所のいずれかに提出してく

　　　　　 ださい。入学申込書は各老人クラ

　　　　　 ブ、老人福祉センターにも置いて

　　　　　 あります。

○申込締切：４月４日（水）

　
－まなびすと－

　原発事故自主避難者

　　　　　講演会を開催します

『「生きる覚悟」を持つこと』

○日　時：３月１１日（日）　

　　　　　午後１時 開場

　　　　　午後１時３０分 開演

○場　所：町民センター

○入場料：無料

○主　催：原発事故自主避難者講演会

　　　　　実行委員会

○問合せ：国府方 真由美（090-9437-7024）

中学卒業式当日に福島県で震災・原発事故を経

験し家族と共に自主避難をした札幌市に在住し

ている安
あ だ ち

達若
わ か な

叶さんを講師にお招きした講演会

を開催します。思春期から成人になる間に身の

回りで起こった出来事や心の葛藤、生と死を見

つめ模索してきたこれまでを『「生きる覚悟」

を持つこと』と題してお話していただきます。

「まなびすと」は、町民の皆さんの自主的な学

習活動を支援することを目的とした制度です。

皆さんもこの制度を有効に活用して様々な学習

に取り組んでみてください。詳しくは社会教育

課までお問い合わせください。
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新年度まであと少し。春は何かと忙しくなる季

節です。忙しい時期をスムーズに乗り切るため

にも体力は必要不可欠。スターでは器具を用い

た「筋力運動」や「有酸素運動」、また「柔軟

体操」や「自重負荷トレーニング」についても

専用ルームにて実施可能です。本格的に忙しく

なる前にスターでトレーニングを行い、「スト

レスに強い体」を今のうちから作っておきませ

んか。

※トレーニングの指導を希望される方は　　　

「パーソナル指導（個人指導）」（予約制）をご

利用ください。専任のトレーナーが効果的なト

レーニングフォームの指導と適切な運動強度設

定を行います。

〈春に向けたトレーニングの一例〉　
※トレーニングルームでの６０分間のメニュー

　
新年度に向け、今から体力作りを！

２月１０日から２４日までの土曜日（計３回実

施）、今年で３年目となる「元気アップ親子ス

クール」をスター武道館にて開催しました。こ

の教室では「シナプソロジー」と呼ばれる脳活

性化プログラムや赤ちゃんの発育・発達運動を

応用した「キッズコアコンディショニング」を

中心に４５分間のプログラムを行い、将来ス

ポーツの技術が身に付きやすくなるからだづく

りを目指しました。１回目の教室では思うよう

に体を動かすことができなかったちびっこ達

も、最終日には失敗しながらも少しずつ体を動

かすことができるようになっていました。

　
「判断する力」、

そして「支える力」を
３日間で身につけました

　
－ちびっこスキー教室－

元気いっぱい滑りました！

１月１３日から２７日までの毎週土曜日、４月

から小学校に入学する児童を対象とした「ち

びっこスキー教室」を実施しました。

最初は、スキーを履いて坂を登るのも一苦労な

様子だった子どもたちも、最終日になると慣れ

た様子で坂を登ったり、リフトに乗り頂上から

滑り降りてくる子もいました。

①ウォーミングアップ（準備運動）

　・ウォーキング（歩行運動）　　５分

②筋力運動　　※各１０回／２セット

　・胸の運動  （ベンチプレス）

　・背中の運動     （ローイング）

　・ももの運動  （レッグプレス）

　・ももの裏側の運動 （レッグカール）

　・体幹トレーニング （プランク）

③有酸素運動

　・エアロバイク（自転車こぎ運動）　　

　　　　　　　　　　　　　　　１０分

　・ステップマシン（昇降運動）　

　　　　　　　　　　　　　　　１０分

※目標脈拍のめやす＝（220 －年齢）×０．６～０．７

④クールダウン（整理運動）

　・ストレッチング（柔軟体操）　１０分
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小説・文芸書

　天翔ける　　　　　　　　　　　　葉
は む ろ

室　麟
りん

／著

　牛天神　　　　　　　　　　　　山
やまもと

本　一
いちりき

力／著

　お義父（とう）さん　　　　　　　　はなわ／著

一般書

　お金 2.0　   　　　　　　　　　佐
さ と う

藤　航
かつあき

陽／著

　絵本とおもちゃでゆっくり子育て  　  柿
か き た

田　友
ともひろ

広／著

　万事正解　　　　　　　　　　　角
か ど の

野　卓
たくぞう

造／著

児童・青少年向け

　こども武士道　　　　　　　　　 斎
さいとう

藤　孝
たかし

／監修

　マンガでおぼえる英単語               斎
さいとう

藤　孝
たかし

／著

　シロクマが家にやってきた！　 マリア　ファラー／作

えほん

　アンパンマンどっち？どっち？めいろ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　やなせ　たかし／原作

　おちたらワニに食べられる！  さいとう　あかり／さく

　だるまちゃんとはやたちゃん　 加
か こ

古　里
さ と し

子／さく・え

３月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　３月   ３日（土）   １０日（土）　１７日（土）   

　　　　２２日（木）  ２４日（土）   ３１日（土）

   ※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　　３月　５日（月）　１２日（月）１９日（月）

　　　　２２日（木）　２６日（月）　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　　３月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　　２１日（水）　２６日（月）　３１日（土）

　※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

　３月　６日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２０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

　３月１３日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２７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

（※ 13 日のみ運行）

水

曜

日

　３月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　 ３月１４日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　 ２８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

（※ 14 日のみ運行）

木

曜

日

３月　１日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１５日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

２９日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

（※ 1・15 日のみ運行）

　３月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２２日

移動図書館車は２週間に一度、お住まいの地域

を巡回しています。借りた本は本館・支所・出

張所のどこに返却してもかまいません。あらか

じめご連絡をいただければリクエストにもご対

応いたします。「なかなか図書館に行く時間が

取れない」「図書館に行く手段がない」という

方はぜひご利用ください。

　また、停車場所の新設についてもご相談にの

りますので、お問い合わせください。

移動図書館車について

春休み期間中に映画上映会を開きます。

上映作品はユニバーサル・スタジオ映画『ペッ

ト』（８６分）です。お友達と一緒にいらして

ください。

※小さなお子さんは保護者同伴でお願いします

日　時：３月２９日（木）　

　　　　午前１０時３０分から

場　所：児童館　プレイルーム

その他：入場無料

図書館映画上映会のお知らせ

。


