
－第３４回サロマ湖 100kmウルトラマラソンー

ご声援・ご協力
　　　    ありがとうございました

６月３０日（日）サロマ湖１００ｋｍウルトラ

マラソンが開催され、５０ｋｍ・１００ｋｍ

の部あわせて３，７７０名のランナーが雄大な

サロマ湖を駆け抜けました。佐呂間町からは、

１００ｋｍの部に１２名、５０ｋｍの部に１９

名がエントリーし、沿道からの温かい声援を受

けながら、自らの限界に挑戦しました。

３４回目となった今大会は、昼頃から晴天とな

り最低気温が１４℃、最高気温が２５℃とラン

ナーにとっては、少し暑いコンディションとな

りましたが、５０k ｍの部で８７．１％（昨年

度８２．９％）、１００km の部で７４．２％（昨

年度７２．６％）と昨年を上回る完走率となり

ました。

数年ぶりに快晴のもと光輝くサロマ湖を望みな

がら、大会を無事に終了することができました。

佐呂間高校の教職員・生徒の皆さんをはじめ、

関係機関、ボランティアとして協力いただいた

佐呂間中学校の生徒さんや多くの町民の皆さん

に心から感謝申し上げます。

７月１１日（木）町内の保育所の幼児と、あい

あいらんどの参加親子を対象としたミニコン

サートを佐呂間保育所で開催しました。

”ひのき屋わいわい音楽隊”による歌や楽器の

演奏会で会場全体が盛り上がり、子ども達も一

緒に歌ったり踊ったりと、笑顔で元気いっぱい

楽しんでいました。

- ミニコンサート -

会場全体で歌って踊りました！

７月４日（木）、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９２歳

の大学生まで、総勢約１５０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、お話をしなが

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、佐呂間高

校吹奏楽局の伴奏で「故郷」を合唱しました。

～寿大学活動報告～

高校生と楽しく学びました
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６月１８日（火）から７月２日（火）までの２

週間、姉妹都市のパーマ市から中学生４名、高

校生５名、引率教諭２名が来町しました。

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１０日（火）から２６日

（木）の日程で、中学生５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

少年文化劇場を開催します！

※いずれも入場無料。問い合わせは社会教育課

（２－１２９５）まで。

今年度の少年文化劇場は、小学生は「人間影絵」、

中学生は「日本の伝統芸能（歌と踊り）」です。

それぞれ一般の方も入場できますので、ぜひこ

の機会にお楽しみください。

  - 小学生対象事業 -

人間影絵『ＢＩＧ　ＴＲＥＥ』

◎日　時：９月２日（月）

　　　　　午前１０時２５分～１１時３５分　

◎会　場：佐呂間小学校体育館

人間影絵という言葉のとおり、人間の身体全体

を使い、光と影を巧みに表現したお芝居です。

  - 中学生対象事業 -

　こぶし座『日本の民族芸能』

◎日  時：８月２３日（金）　

  　　　　午後１時２０分～２時４０分

◎会  場：佐呂間中学校体育館

先住民であるアイヌの歌や踊りをはじめ、日本

各地に伝わる代表的な歌や踊りなどを盛り込ん

だ公演です。

－佐呂間町芸術文化支援事業－

「サロマ福北寄席」

○日　時：8 月２５日（日）　

　　　　　午後１時 開場

　　　　　午後１時３０分 開演

○場　所：大昭寺

○入場料：前売券　１，０００円

　　　　　当日券　１，３００円

　　　　　※高校生以下無料

○主　催：さろま福北寄席実行委員会

○問合せ：実行委員会（室井）

　　　　　０９０- ９０８９- ５９６０

◎この事業は佐呂間町芸術文化支援事業を利用

　して行われます。皆さんもこの支援事業を利

　用して、講演会、演奏会などを企画してみま

　せんか。詳しくは社会教育課（２－１２９５

　までお問い合わせください。

軽妙に粋を見出す達人「雷門小助六」と若手きっ

ての本格派「雷門音助」が落語初心者にもわか

りやすく、話芸の世界へご案内します !

開拓資料館をご存知ですか？

町民センターの道路の向かい側にある佐呂間町

開拓資料館では、土器、石器、農具、生活用具

など、様々な資料を展示しており開拓の歴史を

学ぶことができます。

見学を希望する方は、町民センター事務所まで

ご連絡ください。

見学可能な日時：平日（月曜日～金曜日）

　　　　　　　　午前９時～午後５時

※土・日曜日、

　祝日及び年

　末年始は休

　館となりま

　す。
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夏はスターに行くたび
「元気」と「マイル」が手に入る！

スターではキャンペーンに参加登録の上「ト

レーニングルーム」や「プール」を利用し、所

定の基準に到達すると「ゲンキマイレージ」が

もらえるキャンペーンを実施中です。今年度は

「元気アップ運動広場」（武道館開放事業）の利

用もキャンペーンの対象となります。この夏、

スターをたくさん利用して「元気」と「マイル」

をたくさん手に入れませんか。

○対象期間：１０月３１日（木）まで

○対　象：高校生以上の町民

○定　員：先着３０名

○申込み：スター受付にてお申込みください

○申込期間：８月３１日（土）まで

○種目及びポイント基準

＜ステージ 1 ＞

　①水中ウォーキングまたは水泳を 3,000 ｍ

　　　　　　　　　　　　　→５ポイント進呈

　②有酸素運動（陸上）を合計１２０分

　　　　　　　　　　　　　→５ポイント進呈

　③元気アップ運動ひろばを３日（３回）利用

　　　　　　　　　　　　　→５ポイント進呈

　※ステージ１クリア後はステージ２へ進めま

　　す。（①～③の項目ごと）

＜ステージ 2 ＞

　①水中ウォーキングまたは水泳をさらに

　　4,000 ｍ　　　　　 →１０ポイント進呈

　②有酸素運動（陸上）をさらに合計１５０分

　　　　　　　　　　　　→１０ポイント進呈

　③元気アップ運動ひろばを５日（５回）利用

　　　　　　　　　　　　→１０ポイント進呈

　※ステージ２クリア後はステージ３へ進めま

　　す。（①～③の項目ごと）

＜ステージ 3 ＞

　①水中ウォーキングまたは水泳をさらに

　　5,000 ｍ　　　　 　→１５ポイント進呈

昨年度最も多く読まれた本は？
～ジャンル別貸し出しベスト５～

～ゲンキマイレージ
　　サマーキャンペーン好評実施中～

《小説・文学》

　①魔力の胎動　　　　　　　  　　東野 圭吾∥著

　②長く高い壁　　　　　　　　　  浅田 次郎∥著

　③棲月　　　　　　　　　　　　　  今野 敏∥著

　④私はあなたの記憶のなかに　　  角田 光代∥著

　⑤かがみの孤城 　　　　　  辻村 深月∥著

《一般書》

　①漫画　君たちはどう生きるか

　　　　　　　　　　　　　　  吉野 源三郎∥原作

　②シルバー川柳 宴たけなわ編

　　　　　　　　　　　みやぎシルバーネット∥編

　③散らからない仕組み　　　　  フクチ マミ∥著

　④素敵に着こなすきものリメイク

　⑤ syunkon カフェごはん　　　　山本 ゆり∥著

《児童書》

　①うわさの怪談　謎　　　　  　魔夜 妖一∥監修

　②めちゃかわヘアが大集合！　  榊 美奈子∥監修

　③うわさの怪談　恐怖の学校Ｓｐｅｃｉａｌ

　　　　　　　　　　　　　　　  魔夜 妖一∥監修

　②有酸素運動（陸上）をさらに合計１８０分

　　　　　　　　　　　　→１５ポイント進呈

　③元気アップ運動ひろばを７日（７回）利用

　　　　　　　　　　　　→１５ポイント進呈

※①～③の参加種目のうち、希望するものを選

　んでご参加ください。（全て選択も可）

※①～③のうち２つ以上の項目で、ステージ３

　までクリアされた方にはさらに２０ポイント

　を進呈します。

平成３０年度（平成３０年４月～

平成３１年３月）貸し出しの多

かった本を紹介します。みなさん

が読んだ本も入っていますか。
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小説・文芸書

　あとは切手を、一枚貼るだけ　　小
お が わ

川　洋
よ う こ

子／著

　サリエルの命題　　　　　　　　　楡
にれ

　周
しゅうへい

平／著

　黄色い実　紅雲町珈琲屋こよみ (7)

　　　　　　　　　　　　　　　　吉
よしなが

永　南
な お

央／著

一般書

　あり金は全部使え　　　　　　　堀
ほ り え

江　貴
たかふみ

文／著

　そうめんの本　　　　　　　　　市
い ち せ

瀬　悦
え つ こ

子／著

　毎日、牛まみれ　　　　　　　牛
うしかわ

川　いぬお／著

児童・青少年向け

　本当に怖い話Ｇ－ＭＡＸ呪　室
しつあき

秋　沙
さ や み

耶美／監修

　ぼくんちの海賊トレジャ　　　　柏
かしわば

葉　幸
さ ち こ

子／作

　アトリと五人の王　　　　　　　菅
す が の

野　雪
ゆきむし

虫／著

【佐呂間町立図書館 ＷｅｂＯＰＡＣ】

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

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

えほん

　へんしんバス　　　　　　あきやま　ただし／作

　つるつるプール　　　　　　えぐち　よしこ／作

　ありんこおみこし　　　　にしはら　みのり／作

８月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　８月　３日（土） １０日（土） １３日（火）

　　　　１７日（土） 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

　　８月　５日（月） １２日（月） １３日（火）

　　　　１９日（月） ２６日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　　８月　５日（月） １１日（日） １２日（月）

　　　　１９日（月） ２６日（月） ３１日（土）

　※月曜日・祝日及び月末図書整理日休館

※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

　８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

※ 20 日のみ運行

　８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

※ 27 日のみ運行

水

曜

日

　８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

※ 28 日のみ運行

　８月２１日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　８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

※ 29 日のみ運行

　８月２２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

堀川真絵本原画展

紋別市出身の絵本作家堀川真氏による絵本「も

りのやきゅうちーむふぁいたーずほしのせかい

へ」の原画展を開催します！貴重な原画の数々

を間近で見られる他、選手のサイン入り色紙も

展示いたします。みなさん

の来館をお待ちしています。

○期　間：８月２１日（水）

　　　　　～９月１日（日）

○場　所：一般閲覧室

○入場料：無料

　④本当に怖い話ＭＡＸ∞地獄絵巻

　　　　　　　　　　　　　　  室秋 沙耶美∥監修

　⑤ほんとにあった怖い話

　　　　　　 「ほんとにあった怖い話」委員会∥編

《えほん》

　①ＨＵＧっと！プリキュア

　②りんごときどき　　　　  しまだ ともみ∥さく

　③パンツいっちょうめ　　　　　  苅田 澄子∥作

　④だるまさんが　　　　  かがくい ひろし∥さく

　⑤おべんとうしろくま　　  柴田 ケイコ∥作・絵


