
１１月１７日（日）町民センターで「ミュージ

ックフェスティバル Vol. ３０を開催し、町内

の６団体約１００名が、日頃の練習の成果を披

露しました。

フェスティバルの最後ではサロマジュニアブラ

ス、佐呂間中学校吹奏楽部、佐呂間高等学校吹

奏楽局の合同演奏により、客席の全員が「ビリ

ーブ」を合唱し、会場が一体となりました。

音楽で一つに
ミュージックフェスティバル

　佐呂間中学校　午前８時３０分～９時２０分

　佐呂間小学校　午前１０時３０分～

                                             １１時１５分

　佐呂間高校　   午後２時１０分～３時

「♪音届け（おとどけ）
　コンサート♪」開催！

今年度の音届けコンサートは、クラリネット奏

者４名をゲストに迎えて、佐呂間高等学校吹奏

楽局との共演で開催します。

普段、生演奏で聞くことの少ないクラリネット

の音色と、地元高校生の演奏をごゆっくりお楽

しみください。

○日　時：１２月１２日（木）　　　　　　

　　　　　午後５時３０分開場

　　　　　午後６時開演　

○場　所：町民センター

○出演者：河野　泰幸（クラリネット）

　　　　　五十嵐　由（クラリネット）

　　　　　川上　佳乃（クラリネット）

　　　　　中井　美里（クラリネット）

　　　　　佐呂間高等学校吹奏楽局員

　　　　　佐呂間高等学校吹奏楽局 OB・OG

○入場料：無料

○主　催：教育委員会

○協　力：佐呂間高等学校

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）

◎各学校でもコンサートを開催します。いずれ

　も“一般公開”（入場無料）しますので、ご

　都合のつく方はこちらもどうぞ。

若佐小学校：

合同演奏：小学生から高校生まで総勢３２名での合同
演奏。佐呂間の子ども達が一体となっての迫力ある演
奏になりました。

若佐小学校：全校合奏では「カントリーロード」を披
露。様々な楽器を全員で心を合わせて演奏しました。

浜佐呂間小学校：全校合唱で「怪獣のバラード」を歌
い、元気な歌声が会場全体に響き渡りました。



【2】

○日　時：１２月１４日（土）

　　　　　午前１０時から午後２時まで（予定）

○場　所：町民センター

○内　容：防災クッキング、防災グッズの紹介

　　　　　ほか

○講　師：日本赤十字北海道看護大学　

　　　　　教授　根本　昌宏　氏

○対　象：小学生・中学生・高校生とその保護

　　　　　者及び一般町民（小学４年生以上は

　　　　　子どもだけでも参加できます）

○参加費：食材費　１人３００円（予定）

○申　込：１２月９日（月）までに社会教育課

　　　　　までお申し込みください。

○主　催：家庭教育推進会議・教育委員会・日

　　　　　本赤十字北海道看護大学

○申込・問合せ：社会教育課（２－１２９５）

－佐呂間町子育て講座－

楽しく学ぶ防災クッキング

今回の子育て講座は「防災」をキーワードに、

停電の時でも、美味しくできる料理を学びます。

これからの季節、吹雪で家から出られないとき

にも役に立ちそうです。この機会に日々の備え

を楽しく学びましょう。

１１月１５日（金）佐呂間中学校にて岩井孝弘

氏による「子供たちを取り巻くネット社会の真

相～ＳＮＳやスマホの適切な使い方～」と題し

た講演会を開催しました。

保護者や教員、一般町民など約７０名が参加し、

ＳＮＳ上で実際に起こった事例や、ＳＮＳに投

稿する際に注意しなければならないこと、ネッ

ト依存等について学びました。

インターネットに潜む危険を

学習しました

からだはぐくむスクールのお知らせ

“からだはぐくむスクール”では令和２年度新

１年生を対象に、小学校から始まるスキー授業

にむけて「スキー教室」と、あらゆるスポーツ

に対応する土台を築くための「運動スクール」

を下記のとおり開催します。ぜひ、ご参加くだ

さい。

①ちびっこスキー教室

初歩のスキー学習を通して、スポーツに親しん

でもらうことを目的としています。

○日　程：１月１８日、２５日、２月１日（土

　　　　　全３回

○時　間：午後１時３０分～３時

○場　所：町営スキー場

○指　導：佐呂間町スキー協会、

　　　　　スポーツ推進委員

　）

②元気アップ親子運動スクール

運動能力を向上させるトレーニングと脳の活性

化プログラムを行い、幼児期の運動能力向上を

目的としています。

○日　程：2 月１５日、２２日、２９日（土）

　　　　　全３回

○時　間：午後１時３０分～２時１５分

○場　所：スター　武道館

○指　導：スター職員、スポーツ推進委員

①・②共通事項

○対　象：平成２５年４月２日～平成２６年４

　　　　　月１日の間に生まれた佐呂間町在住

　　　　　の未就学児（令和２年度就学児）

　　　　　※保護者同伴が条件になります。

○申込み：①１２月３日（火）～２０日（金）、

　　　　　②１２月３日（火）～２月７日（金）

　　　　　上記の期間に社会教育課（２－１２

　　　　　９５）かスター（２－２２６１）へ

　　　　　お申し込みください。

　　　　　※定員はありません。また、参加料、

　　　　　　施設利用料はいずれも無料です。

○主　催：教育委員会
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１１月３日に図書館まつりを開催し、およそ

３５０名が来館しました。毎年大人気の古本市

では１，０００冊を超える本が新たな読者の手

にわたりました。そのほかゲームコーナーや工

作教室、バルーンアートショーなどのイベント

を実施し、大賑わいの一日となりました。

図書館まつり大盛況

今年度のスイミング関係事業が
終了しました

１０月３０日のマスターズ「水中運動クラス」

を最後に、今年度のスイミング関係事業がすべ

て終了しました。幼児から一般まで３コース、

全１４クラスを開講し、延べ９９５名が参加し

ました。小学４年生から６年生を対象に８月か

ら１０月にかけて開講した「ジュニアスイミン

グ＆体幹トレーニングコース」には２３名が受

講し、武道館で体幹トレーニングや脳活性化プ

ログラムを行った後、プールでクロールの泳力

向上を目指しました。スイムトレーニングの前

に体幹トレーニング等を行うことで泳ぎやすい

体の状態がつくられ、ほとんどの受講生にタイ

ムの向上やフォーム改善等の効果が見られまし

た。

スターでは次年度も様々なニーズに対応した

プール事業を展開していく予定です。来シーズ

ンもぜひご活用ください。

「冬期健康プログラム」
がスタートします

1 月から冬期間の運動不足解消に最適な「冬期

健康プログラム」を開講します。小学生の運動

能力向上を目的とした「こども発育・発達運動

教室」や高齢者向けの健康体操教室「らくらく

健康体操」の他、「カフェコーナー」の開設や

トレーニングやコンディショニング等の教室を

手軽に受講できる「トレーニングミニ講座」の

開催も予定しています。詳しくは小学生対象の

教室は学校配布チラシで、その他の教室につい

ては来月号でお知らせします。

読書感想画を展示いたします

図書館では児童の読書普及活動の一環として読

書感想文・感想画コンクールを開催しています。

今年度の感想画応募作品１６３点を館内に展示

いたしますので、ぜひご覧ください。

〇期　間：１月７日（火）～３０日（木）

〇場　所：図書館
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小説・文芸書

　ツナグ　想い人の心得　　　　　辻
つじむら

村　深
み づ き

月／著

　太陽はひとりぼっち　　　　　鈴
す ず き

木　るりか／著

　最果ての決闘者　　　　　　　　　逢
おうさか

坂　剛
ごう

／著

一般書

　令和誕生　　　　　　　　　読
よみうりしんぶんせいじぶ

売新聞政治部／著

　からだが温まるとろみのレシピ　吉
よしざわ

澤　まゆ／著

　吾輩はねこである　　　　　　　岩
いわごう

合　光
みつあき

昭／著

児童・青少年向け

　お札に描かれる偉人たち　　　楠
くすのき

木　誠
せいいちろう

一郎／著

　しあわせなハリネズミ　　　　　藤
ふ じ の

野　恵
め ぐ み

美／作

　ジュニア空想科学読本（10）　柳
やなぎた

田　理
り か お

科雄／著

えほん

　あさくさかな　　　　　　　　　加
か と う

藤　休
や す み

ミ／作

　おおにしせんせい　　　　　　長
は せ が わ

谷川　義
よしふみ

史／作

　とおくにいるからだよ　くりはらたかし／作・絵

※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

１２月１０日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２４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
１２月　３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　１７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

１２月　４日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　　１８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

１２月１１日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00
　　　２５日

木

曜

日

１２月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　１９日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05
　　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
１２月１２日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

冬休みに工作教室を開催します！お家の中で楽

しく遊べる工作を作り

ますので、ぜひご参加く

ださい。

12 月及び年末年始の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　１２月　７日（土） １４日（土） ２１日（土）

   ☆１２月２８日（土）～１月５日（日）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　１２月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　　２３日（月） 

   ☆１２月３０日（月）～１月６日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　１２月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　　２３日（月） 

   ☆１２月２９日（日）～１月６日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

◎町民センターの休館日

　☆１２月２９日（日）～１月５日（日）

　☆…年末年始の休館日

冬休み工作教室
「むかしなつかしあそびをしよう！」

〇日　程：１月７日（火）～１０日（金）

〇時　間：①午前１０時～１２時

　　　　　②午後１時～３時　

〇場　所：図書館　会議室

〇対　象：小学生以上（未就学児は保護者同伴

　　　　　で参加できます）

〇内　容：　７日（火）ゆらゆらマウス

　　　　　　８日（水）ねらえ！コリントゲーム

　　　　　　９日（木）ふしぎなパタパタ

　　　　　１０日（金）とばせ！かみコプター

　　　　　※参加は無料です。

　　　　　※時間内であれば自由に参加でき

　　　　　　す。

　ま


