～ 参加チーム募集 ～

町長杯ソフトボール大会開催
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

～ 楽しい夏休みの思い出を作ろう ～

「わんぱく広場」を開催します！
今年も、町内の小学４～６年生を対象とした「わ

務局までお問い合わせください。
○日

程：８月２５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）

んぱく広場」を開催します。

２０代：３名

３０代：３名

今年のテーマは「Do It Yourself」。日本語に

４０代：２名

５０代：１名

すると、「自分でやる」という意味のとおり、
３日間のなかで食べるものや遊ぶものなど、な
んでも自分たちでつくります。
どのような物ができるかは自分たち次第！みん
なで協力して楽しい３日間を過ごしましょう♪

※各年代の繰り下げは認める。
○申込み：７月３１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）

たくさんの参加をお待ちしています！

～小学生家庭学習サポート～
○日

程：７月３０日（火）

「サタディ・スタディ」好評開催中！

～８月１日（木）
（２泊３日）

教育委員会では小学生家庭学習サポート「サタ

○場

所：町民センター

ディ・スタディ」を５月から開催しています。

○内

容：食事づくり・秘密基地づくり・

この事業は、小学生の家庭学習習慣の定着とデ

大きな絵づくりなど

ジタルデトックス（※）を目的に、今年から開

○対

象：町内の小学４～６年生

催しています。３つの小学校から合計４３名の

○定

員：３０名

応募があり、月に 1 度土曜日に町民センター

※定員を上回る申込みの場合は、抽

に集まり、自学学習・英語・読書の３つの学習

選とします。

に取り組んでいます。自学学習では各自が持っ

○参加費：３，０００円程度（食材費）

てきた課題に取り組み、英語では語学指導助手

○申込み：小学校を通じてチラシを配布します

のオードリー先生と英語のゲームで遊び、読書

ので、７月９日（火）までに申込書

は図書館を利用しながら自分に合った本選びと

を各学校へ提出してください。

読書の楽しさを体験しています。この事業は今

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）

年度は３月まで続きます。
※デジタルデトックスとは、一定期間スマートフォ
ンやパソコンなどと距離を置くことでストレスを
軽減し、現実世界でのコミュニケーションや自然
とのつながりを大切にする取り組みです。

【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］

令和元年度「第 1 回泳力検定会」
のお知らせ
日本水泳連盟認定の泳力検定会を下記のとおり
開催します。練習の成果をこの機会に発揮して
みませんか。
○日 時：７月２６日（金）午後６時３０分
○場 所：競泳用プール
○対 象：小学生以上
○定 員：２０名（定員になり次第締切）
○申込み：お電話またはスターにて申込みくだ
さい。（７月１９日（金）まで）
○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。
※合格者には後日バッジと認定証が贈られます。
※１０月２５日（金）に第２回目の泳力検定会
を予定しています。
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小学生に向けてプールの使い方を
楽しく学びましょう
＜元気アップスイミング
「ちびっこコース」＞
来年度の新１年生を対象
に初歩の水泳とプールの
正しい使い方を学ぶ教室
を開催します。この機会
にぜひご参加ください。
○期

日：A コース）水曜日 全３回
７月１７日・２４日・３１日
B コース）木曜日 全３回
７月１８日・２５日・8 月１日
※ A・B いずれかのコースをお選び
ください。（各コース同一内容）
○時 間：午後４時３０分～５時２０分
○対 象：令和 2 年度新 1 年生
○定 員：合計２０名（各コース１０名）
※定員を上回る申込みの場合は、抽
選とします。
○申込み：お電話またはスターにて申込みくだ
さい。（７月５日（金）まで）

プール夏期営業のお知らせ
６月２５日（火）からプールの開館時間が夏時
間に変更になりました。火曜日から金曜日も午
前１０時からご利用いただけます。
○夏期開館時間：
火曜日～金曜日 午前１０時～午後 9 時
○夏期開館期間：
６月２５日（火）～８月３０日（金）
※土日は引き続き午前１０時～午後５時までの
開館となります。
※学校プール授業実施中は一部コースに利用制
限があります。

トレーニング機器を更新します !!
昨年度に引き続きトレーニングルームに設置し
ているトレーニング機器を更新します。今年度
は以下の筋力運動機器 5 台を更新します。

人形劇ぱんぷきん
夏休みだよ！特別公演のお知らせ
毎回好評の町内の人形劇サー
クル「ぱんぷきん」による人
形劇公演。夏休み特別バージ

①ショルダープレス（肩の筋力強化）
②ラットプルダウン（背中内側の筋力強化）
③トータルヒップ （お尻の筋力強化）
④ブラボートール
（ケーブルを使用した全身の筋力強化）
⑤シーテッド・ロー（背中外側の筋力強化）
④のブラボートールについては独立行政法人日
本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ助
成金を受けて更新いたします。
（https://www.toto-growing.com/）
ご利用については、9 月中旬ごろを予定してい
ます。生活習慣病の予防・改善やスポーツパ
フォーマンス向上等に是非お役立てください。

ョンで、５演目一気にお届け
します。楽しいひと時をお過
ごしください。
○日

時：８月１日（木）午後１時～

○場

所：図書館

○内

容：やさいむらのあかたろう

絵本コーナー
他
計５演目

本を読んで
ファイターズを応援しよう
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。
【申込み】
学校を通じて配布されるチラシをご覧いただき
インターネット申込みページに、パソコン、ス
マートフォン等からアクセスして申込みをして
ください。
【キャンペーンの概要】
〇読書期間中に目標冊数（1・2 年生は１０冊、

図書館映画上映会のお知らせ

3・4 年生は８冊、5・6 年生は６冊）の本
を読み、読書通帳を図書館に提出すると、後

夏休みのおたのしみ！

日、ファイターズロゴ入りシャープペンシル

人気映画の上映会を開きま

を１本プレゼントします。また、希望される

す。親子揃ってのご来場を

方はファイターズの試合に招待（※）されま

お待ちしています。

す。

○日

時：７月３０日（火） 午前１０時～

○場

所：児童館

※９月６日～１４日の全４試合の中から。応
募多数の場合は抽選となります。

プレイルーム

○上映作品：怪盗グルーのミニオン大脱走
（９０分）

○申込期限：７月２５日（木）
○読書期間：７月２６日（金）～８月１９日（月）
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あつ～い夏をのりきる！工作教室
夏休みに工作教室を開催しま
す。暑い夏を涼しく過ごす工

７月

９日 佐呂間小学校
２３日 宮前団地

作を用意しています。ぜひご
参加ください。
○期

火

日：８月１日（木）２日（金）６日（火）
７日（水）８日（木）９日（金）

○場

曜

７月

若佐コミュニティセンター（８日）
７月

まわれかざぐるま

13：35 ～ 13：55

若佐保育所

14：00 ～ 14：15

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

水

知来 伊東宅前

14：15 ～ 14：30

曜

知来 中原宅前

14：35 ～ 14：50

日

☆佐呂間高校

15：15 ～ 15：30

ちいさなすいぞくかん

６日

アートなせんす

※３日１７日のみ運行

７日

むくむくオバケ

☆３日のみ運行
７月１０日 浜佐呂間小学校

上記４つの中から２つ

２４日 ※佐呂間高校
７月
木

○その他：参加無料・時間内で自由に参加でき

15：15 ～ 15：30

４日 ※若佐小学校

10：10 ～ 10：25

１８日 佐呂間中学校

12：45 ～ 13：05

曜

夢ふうせん

日

ます。

12：40 ～ 13：00

※２４日のみ運行

象：小学生以上 （未就学児は保護者同
伴で、参加できます）

10：30 ～ 10：50

３１日 浜佐呂間活性化ｾﾝﾀｰ前

まで制作できます
○対

若佐コミセン前

２日

８日・９日

13：10 ～ 13：30

12：40 ～ 13：00

（１日は午後３時３０分まで）
容：１日

10：10 ～ 10：30

１７日 ※浜佐呂間小学校

②午後１時～午後３時

○内

14：30 ～ 14：50

３日 ふれあいインサロマ

間：①午前１０時～１２時

※若佐・浜佐呂間は午前１０時～午後２時

仁倉旧農協前

※２日のみ運行

浜佐呂間活性化センター（９日）
○時

13：50 ～ 14：10

２日 ※佐呂間小学校

所：佐呂間図書館（１・２・６・７日）

13：20 ～ 13：40

西中央公民館

３０日 若佐消防

日

10：10 ～ 10：30

13：20 ～ 13：40

※４日のみ運行
７月１１日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

※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。

小説・文芸書
百花

かわむら

げんき

川村

元気／著
すけがわ

水辺のブッダ

ドリアン助川／著
なしき

椿宿の辺りに

か ほ

梨木

香歩／著

一般書
殺されても聞く
ときめく１０分スイーツ
美空ひばり恋し

たはら

そういちろう

田原

総一郎／著

わかやま

ようこ

若山

曜子／著

せきぐち

のりこ

関口

範子／著

児童・青少年向け
大人になる前に知る命のこと

かのう

なおみ

加納

尚美／著

くつき

月白青船山
落語少年サダキチ

ひろふみ

田中

啓文／作

６日（土）１３日（土）１６日（火）
２０日（土）２７日（土）
※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
７月

１日（月） ８日（月）１５日（月）
１６日（火）２２日（月）２９日（月）
※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
７月

きょうもうれしい

えがしら

みちこ／作絵

みんなのおねがい

すとう

あさえ／ぶん
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７月

祥／作

たなか

えほん

そらにげろ

◎町体育館の休館日

しょう

朽木
３

７月の休館日のお知らせ

ながた

しんさく

長田

真作／作

１日（月） ８日（月）１５日（月）
１６日（火）２２日（月）２９日（月）
３１日（水）
※月曜日・祝日及び月末図書整理日休館

