
－わんぱく広場ー

秘密基地をつくりました！

７月３０日から２泊３日の日程で、「わんぱく

広場～ Do It Yourself ～」を開催し、町内の

４～６年生３０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、段ボー

ルピザや燻製づくり、図書館での工作、秘密基

地づくり、流しそうめん、謎解きやアメリカの

料理等、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。

ー寿大学活動報告ー
小学生とふれあいました！

８月７日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

１６名が参加し、パークゴルフクラブ、ダンス

クラブ、お散歩絵手紙クラブ、書道クラブの４

つのクラブで、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。

１日目：段ボールピザ & 燻製づくり。みんなで協力
して段ボールの内側にアルミホイルを貼り付け、ピザ
窯を組み立てました。焼きあがったピザと燻製は、と
ても美味しくできました！

２日目：秘密基地づくり。段ボールを並べたり組み立
てたり、つなぎ合わせて色を塗ったりと自由な発想で
自分たちだけの「秘密基地」をつくりました。

パークゴルフクラブ：どこを狙って打てばいいのかを
わかりやすく丁寧に教えてもらいながら、子ども達も
のびのびとプレイしていました。

ダンスクラブ：いつも踊っているダンスとは一味違
う！？大人のダンスを体験。足の運び方や振付を覚え
るのも早く、短い時間で全員が踊ることができました。

３日目：ＡＬＴのオードリーさん、夫のジョシュさん
と一緒にハンバーガーとホットドッグをつくりまし
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５３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（月）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２１日（土）～２２日（日）

　［作品展示会］２１日～２２日

　　　　　　　  　　（午前９時～午後５時）

　［芸能発表会］２１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）

佐呂間町生まれの現代墨絵作家安保真さんの作

品展を開催します。「ふくろう」などをモチー

フにした作品は、滲み

画と呼ばれる墨を滲ま

せて描く独特の技法で

描かれ、国内外の展覧

会で数々の賞を受賞す

るなど高い評価を受け

ています。ぜひこの機

会にご覧ください。

第１３回安保　真（あんぼまこと）
「佐呂間ふるさと展」

　　　　　　　　　を開催します

○期　間：９月１３日（金）

　　　　　　～　１０月２日（水）

○時　間：午前１０時～午後６時１５分

○場　所：図書館

　　　　　　※図書館休館日はお休みになります。

　　　　　　　休館日につきましては４ページを

　　　　　　　ご覧ください。

　安保氏による滲み画教室を開催します！

○日　時：９月２５日（水）

　　　　　①午後４時～　②午後７時～

　　　　　　　　　　　　　（２～３時間程度）

○対　象：小・中・高校生、一般成人

　　　　　　　　　　　　　　（各回２０名）

※小学生は４年生以上となります。高校生以下が②

　の教室に参加する場合は保護者の同意（送迎）が

　必要となります。

○申込方法：電話（社会教育課２－１２９５）

　　　　　　または図書館カウンターでお申し

　　　　　　込みください。

○申込期間：９月６日（金）～１８日（水）

「すべての子供に居場所がある学校を作りた

い。」不登校ゼロを目指して取り組んだ小学校

をモデルにしたドキュメンタリー映画「みんな

の学校」の上映会と、モデルとなった学校の初

代校長木村泰子さんを招いての講演会が行われ

ます。

映画上映会＆講演会のお知らせ

○日　時：９月１５日（日）

　　　　　午後１時　映画上映「みんなの学校」

　　　　　午後３時　木村泰子さん講演会

○場　所：町民センター

○入場料：無料

○主　催：「みんなの学校上映会 in さろま」

　　　　　実行委員会

○問合せ：佐呂間整骨院（尾崎）２－２４４４

作品展開催期間中に安保さんが来場されます。

それに合わせて滲み画教室を開催しますので、

興味のある方は、ぜひご参加下さい。

※安保氏は２５日全日と２６日の午前中、作品

　展会場に来場します。
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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１７日から８月１日にかけて、来年度小学

１年生を迎える子ども達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。

２クラス合計２１名の参加者達は公共施設にお

けるルールやマナーと、水慣れやバタ足等初歩

の水泳を３日間の日程で学びました。レッスン

では「宝拾い」や「息こらえ」、「ビート板キッ

ク」など様々な課題に一生懸命取り組む子ども

たちの様子が見られました。

　温水プールの開館時間の
変更について　

８月３０日（金）をもってプールの夏期営業が

終了となり、９月３日（火）からプール開館時

間が下記のとおり変更となります。

　（火～金）午後　１時 ～ 午後９時

　（土・日）午前１０時 ～ 午後５時

なお、今年度の温水プールの営業は１０月３１

日（木）までとなります。

さろま健康づくり講座
「機能改善 & 健康ビクス」

参加者募集のお知らせ

ボディキネシス（機能改善体操）で違和感の改

善や姿勢の改善を図りながらエアロビクス運動

で効果的な脂肪燃焼を目指す女性限定のプログ

ラムです。スターでは初めての開催となります。

この機会にぜひご参加ください。

○日　程：９月１１日・１８日

　　　　　（水曜日　全２回）

○時　間：午後２時～３時（６０分）

○場　所：武道館

○対　象：成人女性（体力に自信のない５０～

　　　　　６０代の方におすすめです）

○定　員：２０名

　　　　　 ※定員となり次第締め切りとさせてい

                   ただきます。

○内　容：ボディキネシス（ボール等を使用し

　　　　　た機能改善体操）、初心者向けエア

　　　　　ロビクスダンス等

○効　果：脂肪燃焼、筋肉の引締め、代謝の改

　　　　　善、肩や腰の違和感改善、生活習慣

　　　　　病の予防・改善、ストレスの発散等

　　　　　※効果には個人差があります。

○講　師：鷲　美幸　先生

　　　　　（フィットネスインストラクター）

○申　込：スター受付または電話にて申込みく

　　　　　ださい。（２- ２２６１）

夏休み工作教室は大にぎわい

夏休み期間中の８月１日から９日に工作教室を

開催し、延べ１６１名の子ども達が参加しまし

た。日替わりで風車や扇子など、涼しさを感じ

られる工作を作りました。若佐・浜佐呂間会場

にも１１名の参加があり、楽しんで工作をして

いました。たくさんのご参加ありがとうござい

ました。
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小説・文芸書

　むらさきのスカートの女　　　　今
いまむら

村　夏
な つ こ

子／著

　てんげんつう　　　　　　　　　畠
はたけなか

中　　恵
めぐみ

／著

　夏の騎士　　　　　　　　　　　百
ひゃくた

田　尚
な お き

樹／著

一般書

　まなの本棚　　　　　　　　　　芦
あ し だ

田　愛
ま な

菜／著

　筋肉がよろこぶ最高の食べ方　　坂
さかづめ

詰　真
し ん じ

二／著

　寄りそう猫　　　　　　　　　佐
さ た け

竹　茉
ま り こ

莉子／著

児童・青少年向け

　３分後にゾッとする話　立入禁止区域

　　　　　　　　　　　　　　　　野
の み や

宮　麻
あ さ み

未／著

　セミクジラのぬけがら　　　　如
きさらぎ

月　かずさ／作

　へんなともだちマンホーくん　村
むらかみ

上　しいこ／作

【佐呂間町立図書館 ＷｅｂＯＰＡＣ】

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

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

えほん

　地獄めぐりの橋　　　　　　　　青
あおやま

山　邦
くにひこ

彦／作

　みんなありがとう　　　　　　　　サトシン／作

　うまれるまえにきーめた！　　　　のぶみ／さく

９月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　　９月　７日（土） １４日（土） １７日（火）

　　　　１８日（水） １９日（木） ２０日（金）

　　　　２１日（土） ２４日（火） ２８日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

　※１７日～２０日は特別清掃のため休館

◎スターの休館日

　　９月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　　１７日（火） ２３日（月） ２４日（火）

　　　　３０日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　　９月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　　１７日（火） ２３日（月） ２４日（火）

　　　　２９日（日） ３０日（月）

　※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

　９月　３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　 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１０日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　 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１１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　２５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　４日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　１８日

木

曜

日

　９月１２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２６日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　９月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１９日

人形劇公演会

人形劇サークル『ぱんぷきん』の公演を行いま

す。楽しいひとときを一緒に過ごしませんか？

皆さんのご来場をお待ちしております。

○日　時：９月１４日（土）午後１時～

○場　所：絵本コーナー

○内　容：人形劇「ぐりとぐらのえんそく」

　　　　　ほか

○対　象：幼児～一般

真珠まりこ講演会

『もったいないばあさんのおはなし会』

絵本「もったいないばあさん」などの作品で知

られる絵本作家　真珠まりこ氏による講演会を

開催します。どうぞ、ご家族みなさんでご参加

ください。

○日　時：１０月５日（土）　午後２時～３時

○場　所：絵本コーナー

　　　　　※終了後にサイン会を開催します。

○対　象：幼児～一般（５０名程度）

○入場料：無料


