
漢字検定・英語検定の
受検料助成のお知らせ

　

３月５日（火）町民センターで、平成３０年度

寿大学卒業式・修了式を行いました。

今年度は９名の学生が卒業証書を受け取り、ま

た６名の学生に、１６年間の課程を修了した証

である“博士号”が授与されました。式の最後

に、卒業生を代表して福田幸輝さんが謝辞を述

べて、平成３０年度の寿大学を締めくくりまし

た。

平成３１年度の寿大学は、４月１８日（木）に

入校式を予定しています。５月からは講座とク

ラブ活動が始まります。講座によっては一般公

開をしていますので、興味のある方はぜひ一度

お越しください。（詳しい日程は５月号でお知

らせします。）

第４３回卒業式・第４６回修了式
寿大学の全課程を終了しました

佐呂間町では、平成３０年度から小学生・中学

生を対象に、日本漢字能力検定と実用英語技能

検定の検定料を助成しています。

助成を希望する方は、下記により

申請してください。

◎佐呂間中学校会場で受検する場合

準会場となっている佐呂間中学校で受検する場

合は、佐呂間中学校長宛に委任状を提出すると、

中学校で町の助成金を利用して受検料の支払い

をします。委任状は各小中学校にあります。

※試験申込後に試験を受けなかった場合、検定料助

成の対象外となるため、後日検定料を納付していた

だきます。

◎佐呂間中学校以外で受検する場合

各検定を受けた後に検定料がわかる書類と検定

を受けたことが確認できる書類（合否の決定通

知書等）を添付し、教育委員会管理課に申請し

てください。

○漢字検定及び英語検定の会場

＜本会場：北見市＞

　試験日及び申込期間は各協会のホームページ

　等で確認をお願いします。

＜準会場：佐呂間中学校等＞

　試験日及び申込期間は各学校のポスターで確

　認をお願いします。　

※漢字検定・英語検定共に、児童生徒・一般の総数

で１０名を超えない場合は「準会場」として認可さ

れないため、佐呂間中学校では検定が行われない場

合もあります。

※準会場の試験開始時間は、学校を通じてお知らせ

します。

※申込後の受検級の変更はできません

※不明な点がありましたら、管理課（２－１２９４

までお問い合わせください。



【2】

　
－子育て講座－

元気いっぱい冬のサロマ湖へ！

　
－開拓資料館－

佐呂間町の歴史を学びました

町民の皆さんの学習活動・スポーツ活動のお手

伝いをするため、佐呂間町では社会教育委員・

スポーツ推進委員を設置しています。

ご意見・ご相談等あれば、社会教育委員・スポー

ツ推進委員までお声掛けください。

　
皆さんの学びを応援します！

　　・鈴　鹿　　　保　（大成）

　　・眞　如　智　子　（朝日）

　　・嵐　　　則　子　（西富）

　　・川　又　聖　子　（西富）

　　・室　井　公　裕　（西富）

　　・山　保　浩　之　（西富）

　　・尾　崎　　　実　（宮前町）　　　　

　　・檜　垣　久美子　（宮前町）

　　・星　　　保　行　（永代町） 　　　

　　・阿　部　夏　希　（北）

　　・三島木　羽由希　（北）

　　・永　野　亜　紀　（東）

　　・村　岡　大　輔　（浜佐呂間）

　　・室　井　隆　治　（浜佐呂間）

　　・船　木　耕　二　（富武士）

　　・西　岡　理　恵　（若里）　　    

                              　　　　　　 ※ 敬称略

【佐呂間町社会教育委員】

社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立

案や会議で意見を述べるほか、その為に必要な

研究調査を行います。

【佐呂間町スポーツ推進委員】

スポーツ推進委員は、スポーツ振興のため実技

指導や社会体育事業に対する協力・指導助言を

行い、生涯スポーツ推進のための活動を行いま

す。

　　・佐　伯　優　一　（若佐）

　　・宇　野　優　利　（西富）

　　・柏　尾　郁　未　（西富）

　　・山　崎　亜　弥　（西富）

　　・十　亀　莉　央　（宮前町）

　　・住　吉　健　司　（浜佐呂間）

　　・堀　米　朱　里　（浜佐呂間）

　　・室　井　久　志　（富武士）

　　　　　　　　　　　　　　　　 ※敬称略

２月２３日（土）子育て講座「サロマの冬を遊

ぶ！スノーシュー体験」を実施し、１７名が参

加しました。

スノーシューを履くのは初めてという参加者も

いましたが、スノーシュー同好会の協力のもと、

サロマ湖畔遊歩道を散策しながら結氷している

サロマ湖へ降り立ちました。

歩き始めたときは雪が降っていましたが、サロ

マ湖へ到着する頃には雪も止み晴れ間も見え、

子ども達はサロマ湖の氷の上を元気に走り回っ

たり、雪の上に寝転んだりして楽しく遊んでい

ました。

３月１４日（木）佐呂間小学校３年生２７名が、

地域学習の一環として開拓資料館の見学に訪れ

ました。子ども達は、開拓時代からの生活や町

の歴史について説明を受けた後、展示してある

道具の使い方などについて積極的に質問をして

いました。

寿大学の学生も一緒に説明にあたり、子ども達

からの質問にわかりやすく答えてくれました。
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【教育相談のご案内】

一人で悩まないで！まずは気軽に、

電話でご相談ください。

教育委員会では、教育相談を実施

しています。児童生徒が抱える学

校生活の様々な不安や悩みごとに

ついて、早期に発見し対応するこ

とが大切です。

ご家庭だけで悩まず、解決の糸口を専門家と一

緒に見つけていきましょう。いつでも相談をお

受けしています。（毎週金曜日は教育相談員（岩

城相談員）が役場に在庁しています。）［教育委

員会管理課　２－１２９４］

１月１６日からスタートした「こども発育・発

達運動教室」が３月８日をもって全１６回の日

程をすべて終了しました。運動教室では、判断

力・認知機能を高めるシナプソロジーや、発育・

発達運動に基づくスポーツのパフォーマンス向

上に向けたコアコンディショニング、コミュニ

ケーション能力を高める運動遊びなど多彩なプ

ログラムを行い、総合的な運動能力向上を目指

しました。最終日に実施した体力測定では、「立

ち幅跳び」や「時間往復走」などの項目で最初

の記録より 30％向上した参加者も見られ、教

室による効果を確認することができました。

5 月 8 日　午後 1 時
温水プールの営業再開！

今年もプールシーズンの到来です。下記のとお

り温水プールの営業を再開いたします。水泳は

もちろん、生活習慣病予防・改善に効果的な水

中ウォーキングもおすすめです。皆様のお越し

を心よりお待ちしております。

しかけ絵本を展示します！

４月２３日（火）の「子ども読書の日」にあわ

せて、しかけ絵本の展示を行います。ページを

めくると飛び出すしかけ・動くしかけに、大人

も子どもも驚き、夢中になりますよ！

○期　間：４月１２日（金）～２６日（金）

○場　所：絵本コーナー

未来のアスリートを夢見て
一生懸命がんばりました

○開設期間　５月８日（水）～１０月３１日（木）

○利用時間

　◆火～金　午後１時～午後９時

　　※但し、学校プール授業の期間（６月中旬～

　　　 ９月上旬）は午前１０時から利用できます。

　◆土・日　午前１０時～午後５時

○料金

　◆小中学生　１回券　　　　　　　１００円

　　　　　　　回数券（６枚綴り）　 ５００円

　◆大　　人　１回券　　　　　　　３００円

　　　　　　　回数券（6 枚綴り）　1,500 円

　　※その他の料金区分についてはお問合せくだ

　　　 さい。

○その他

　ご利用の際は水着、タオル、スイミングキャッ

　プをご用意ください。



【4】

小説・文芸書

　洋食小川　　　　　　　　　　　　小
お が わ

川　糸
いと

／著

　スクエア　　　　　　　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

　鼠草紙　　　　　　　　　　　　佐
さ え き

伯　泰
やすひで

英／著

一般書

　まんがでわかる老人　　　　　吉
よ し だ

田　勝
かつあき

明／監修

　勉強大全　ひとりひとりにフィットする

　　１からの勉強法　　　　　　　伊
い ざ わ

沢　拓
た く し

司／著

　今あるもので「あか抜けた」部屋になる。

　　　　　　　　　　　　　　　　荒
あ ら い

井　詩
し ま

万／著

児童・青少年向け

　恐怖のむかし遊び　　　　　にかいどう　青
あお

／作

【佐呂間町立図書館 ＷｅｂＯＰＡＣ】

https://il isod001.apsel.jp/saromalib/                                              

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

えほん

　またあしたあそぼうね　　　　山
やました

下　ますみ／文

　ぬにゅ～　ぽんぽん　　　　　ちかつたけお／作

　もぐらのいえ　　　　　　　　松
ま つ や

屋　真
ま ゆ こ

由子／作

４月及び大型連休中の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　４月　６日（土） １３日（土） ２０日（土）

　　　　２７日（土） 

   ☆４月３０日（火）～５月７日（火）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　　４月　１日（月） 　８日（月） １５日（月）

　　　　２２日（月） 

   ☆４月２９日（月）～５月７日（火）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

※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

　４月　２日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１６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

（※ 16 日のみ運行）

　４月　９日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２３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

　４月１０日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２４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

　４月１７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　４月１１日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２５日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　４月１８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

利用者登録をお願いします

はじめて図書の貸し出しを希望される場合は、

利用者登録が必要になります。所定の用紙に、

氏名・住所・電話番号などをご記入ください。

登録完了後、利用者カードを発行します。

どんどん、借りに来てくださいね。

「ぱんぷきん」は保育所や図書館で人形劇公演

をおこなっているサークルです。あなたも仲間

になりませんか。年齢や性別は問

いません。

毎週木曜日の午後に図書館で練習

をしていますので、気軽に見学に

いらしてください。

◎図書館の休館日

　　４月　１日（月） 　８日（月） １５日（月）

　　　　２２日（月） 

   ☆４月２８日（日）～５月６日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

◎町民センター

☆休館日はありませんが、土・日・祝日は事前の利用

申請がない場合、閉館となります。（連休中の利用は

４月２６日（金）までに申込みください。）

メンバー募集！
人形劇サークル「ぱんぷきん」

　十年屋②　　　　　　　　　　　廣
ひろしま

嶋　玲
れ い こ

子／作

　「賢い子」を育てる「どうして？」クイズ 100

　　　　　　　　　　　　　　　　瀧
たき

　靖
やすゆき

之／監修

☆…大型連休中の休館日


