
漢字検定・英語検定の
受検料助成のお知らせ

佐呂間町では、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。

検定料助成をご希望の方は、下

記のとおり書類の提出をお願い

いたします。

◎佐呂間中学校会場で受検する場合

各検定の準会場となっている佐呂間中学校で受

検する場合は、中学校へ委任状を提出すると、

検定料無料で各検定を受検することができま

す。委任状は各小中学校にあります。　

※試験申込後に受検しなかった場合は、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と検定を受けたこと

がわかる書類（検定料の領収書と合否の決定通

知書）を添付し、教育委員会管理課に申請して

ください。

○問合せ：管理課（２－１２９４）

今年も“からだはぐくむスクール”「ちびっこ

スキー教室」、「元気アップ親子スクール」を４

月から１年生になる児童を対象に行いました。

雪不足によるスキー場開設の遅れで１回のみの

開催となったスキー教室ですが、中にはリフト

に乗って頂上から滑り降りられるようになった

ちびっこもいました。

スターで開催した元気アップ親子スクールは新

型コロナウイルスの影響で開催回数が減ってし

まいましたが、延べ２３組の親子が楽しみなが

ら体を動かして、小学校入学に備えた体力づく

りとスポーツの楽しさを学びました。

　
　からだはぐくむスクール

元気に体を動かしました　

　
【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。

○相談窓口：管理課（２－１２９４）
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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！

　　・田　宮　拓　郎　（共立）

　　・鈴　鹿　　　保　（大成）

　　・眞　如　智　子　（朝日）

　　・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）

　　・野　村　陽　子　（宮前町）

　　・本　間　恵　奈　（幸町） 　　　

　　・阿　部　夏　希　（北）

　　・三島木　羽由希　（北）

　　・渡　邉　周　一　（北）

　　・村　岡　大　輔　（浜佐呂間）

　　・室　井　隆　治　（浜佐呂間）

　　・西　岡　理　恵　（若里）

　　・住　吉　浩　実　（富武士）　

　　・船　木　桂　輔　（富武士）　    

                              　　　　　　 ※ 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の調

査審議、又、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）

　　・柏　尾　郁　未　（西富）

　　・山　崎　亜　弥　（西富）

　　・宇　野　優　利　（永代町）

　　・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

　
文化スポーツ活動促進事業費補助金

“新しい補助金”をご利用ください！

令和２年度から佐呂間町文化スポーツ活動促進

事業費補助金がスタートします。この補助金は、

文化・スポーツの指導者資格取得、更新及び技

術力、競技力、指導力向上のための講習会開催

等に係る費用を補助するものです。

今年度分の募集を開始しますので、希望される

団体は４月３０日までに社会教育課までお申し

込みください。

＜これから必要な指導者資格取得・更新＞

＜技術力向上等の講習会開催・参加＞

○対象団体

　構成員の過半数が町民である下記の団体

　　・スポーツ協会、スポーツ少年団本部、文

　　　化連盟、及びその加盟団体

　　・指導者を含め５名以上で構成され、１年

　　　以上活動を継続している団体

　　・町内の中学校及び高等学校における部活

　　　動

　）

      。

○対象事業

　①：上記団体等が実施する講習会又は実技指

　　　導を実施する事業

　②：上記団体等の関係団体が主催する講習会

　　　又は実技指導を実施する事業への参加

　③：上記団体等の指導者の指導力向上のため

　　　の講習会又は実技指導及び指導者若しく

　　　は団体が大会等に参加するために必要な

　　　審判員としての資格取得・更新又は登録

　　　のために必要な講習会又は実技指導を実

　　　施する事業への参加

○対象経費：対象事業の①は講師謝礼

　　　　　　対象事業の②・③は参加に要する

　　　　　　旅費

○対象期間：令和２年５月～令和３年３月に実

　　　　　　施されるもの

　　　　　　  ※令和３年４月以降分については来

　　　　　　　  年３月頃の募集を予定しています

○申請期間　４月１日（水）～３０日（木）

○申込み・問合せ：社会教育課（２－１２９５

　※補助額等詳細についてはお問い合わせくだ

　　さい。
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民法改正に伴い、令和４年（２０２２年）４月

から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げら

れますが、佐呂間町では、

令和４年度以降もこれまで

同様、その年度に２０歳に

なる方を対象に実施いたし

ます。

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）

　
　成年年齢引き下げ後の

成人式対象者について　

　
スポーツ安全保険のご案内

◆加入対象

　スポーツ活動、文化活動、レクリエーション

　活動、ボランティア活動、地域活動などを行

　う４名以上の団体が加入できます。

健康寿命の延伸に向け
「頭」と「体」を楽しく鍛えました

１月７日からスタートした高齢者向け健康体操

教室「らくらく健康体操」が２月２０日をもっ

て全１３回の日程を終了しました。新型コロナ

ウイルスの影響で例年よりも少ない実施回数と

なりましたが、延べ４８８名が参加し、脳活性

化プログラムやストレッチ体操、筋力運動等を

週２回のペースで実施しました。今年度は地域

包括支援センターと協力し、専用の機械を用い

た「脳年齢テスト」等の介護予防プログラムも

合わせて行い、実際の年齢とのギャップに一喜

一憂しながらも参加者達は楽しんでテストに挑

んでいました。

5 月 1 日（金）午後 1 時
温水プールの営業を再開します

今年もプールシーズンの到来です。水泳はもち

ろん、生活習慣病予防・改善に効果的な水中

ウォーキング等もおすすめです。皆様のお越し

を心よりお待ちしております。

〇開設期間　５月１日（金）～１０月３１日（土）

〇利用時間

　◆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時より

　　開館します。

　◆土・日　午前１０時～午後５時

スポーツ安全保険は、誰もが安心

してスポーツや文化などの団体・

グループ活動（社会教育活動）に

参加できるようにするため作られ

た公益目的事業です。

詳しくはパンフレットを社会教育課に設置して

いますので、ご活用ください。

〇料金

　◆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きましてはお問合せ

　　下さい。

〇その他　ご利用の際は水着、タオル、スイミ

　　　　　ングキャップをご用意下さい。
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小説・文芸書

　長生きしたいわけではないけれど。

　　　　　　　　　　　　　　　　曽
そ の

野　綾
あ や こ

子／著

　あきない世傳金と銀８　　　　　　高
た か だ

田　郁
かおる

／著

　いいからしばらく黙ってろ！　竹
たけみや

宮　ゆゆこ／著

一般書

　北欧女子オーサ日本を学ぶ

　　　　　　　　　オーサ・イェークストロム／著

　直観を磨く　　　　　　　　　　田
た さ か

坂　広
ひ ろ し

志／著

　野菜はくすり　　　　　　　　村
む ら た

田　裕
ゆ う こ

子／監修

児童・青少年向け

　うりぼうウリタ　　　　　　おくやま　ゆか／作

　アリババの猫がきいている　　　新
しんどう

藤　悦
え つ こ

子／作

　恐竜ガールと情熱博士と　　　　　祓
はらいかわ

川　学
まなぶ

／著

えほん

　青いヌプキナの沼　　　　　　かこ　さとし／著

　たべるたべるたべること

　　　　　　　　　　　　くすのき　しげのり／作

　トーキョードリームマラソン

　　　　　　　　　　　　　コマヤスカン／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

　４月１４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２８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

　４月　７日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２１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　８日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　　２２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１５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　４月　９日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　２３日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
　４月１６日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

４月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　４月　４日（土） １１日（土） １８日（土）

　　　２５日（土） ３０日（木） 

   ※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　４月　６日（月） １３日（月） ２０日（月）

　　　２７日（月） ３０日（木）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　４月　６日（月） １３日（月） ２０日（月）

　　　２７日（月） ２９日（水） ３０日（木）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

河出書房新社の協力のもと、写真集「モルとム

ギ相撲部屋の猫親方」の写真展を開催します。

かわいい猫の写真を間近でご覧いただけます。

また、猫関連本を多数展示いたします。

〇開催期間　４月８日（水）～２１日（火）

〇開催場所　一般閲覧室

猫の写真展を開催

本を借りる時は、利用者カードが必要です。初

めて利用される方は利用者登録が必要になりま

すので、所定の用紙でお申し込みください。登

録後、利用者カードを発行いたします。

利用者登録をお願いします

４月２３日（木）の「子ども読書の日」にあわ

せて、しかけ絵本の展示を絵本コーナーで行い

ます。ページをめくると飛び出すしかけ・動く

しかけを、ゆっくりお楽しみください。

〇展示期間　４月１４日（火）～２８日（火）

しかけ絵本を展示します！
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