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一般の方も聴講できます！ 
寿大学講座が開講されます。 

 ４月２１日(火)町民センターにお

いて佐呂間町高齢者教室『寿大学』

の入校式が行われました。式では 

１４名の新入生を加えた総勢１７１

名の受講生が１年間元気で楽しく学

ぶことを誓いました。 

 寿大学では、来年３月までの１年

間、月２回程度の日程で講座が開講

されます。そのうち下記講座は、 

内   容 講           師 

5月12日 火 高齢者の交通安全 佐呂間町交通安全対策本部 

5月26日 火 高齢者福祉 佐呂間町保健福祉課課長補佐 武田 温友 

6月 3日 水 高齢者の健康 （財）北海道対がん協会旭川がん検診センター医師 安保 智典 

6月18日 木 環境 eco-アカデミア 九津見 奈保美 

7月14日 火 佐呂間の農業 佐呂間町農業協同組合代表理事組合長 武田 弘道 

8月 5日 水 映画鑑賞 「いい爺いライダー」 

9月18日 金 ニコピンコロの人生 人間牧場主 若松 進一 

10月 9日 金 消費者問題 全国消費生活相談員協会消費生活専門相談員 高木 幸枝 

10月28日 水 芸術鑑賞 「十三 十七 六の魅楽」 

11月 6日 金 佐呂間の教育 佐呂間町教育委員会教育長 香川 健一 

11月19日 木 高齢者の施設 佐呂間町保健福祉課介護支援係長 片岡 満之 

12月 3日 木 高齢者の生き方 高隆寺住職 中道 寛雄 

12月18日 金 新聞の話 北海道新聞北見支社長 高橋 純二 

1月14日 木 アラスカの話 佐呂間町教育委員会英語指導助手 ショーンăホーランド 

2月 2日 火 佐呂間の子ども達 佐呂間中学校長 高橋 善治 

2月17日 水 健康体操 佐呂間町教育委員会社会体育係 

開 講 日 

一般の方も聴講することができます

ので、興味のある講座があれば是非

のぞいてみて下さい。 
 
＊基本的に各講座とも町民センター集会室

で午前１０時１５分から１１時４５分まで

となります。 
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サロマ湖100Kmウルトラマラソン 

「ボランティア募集」 

 今年も１００kmウルトラマラソン

の季節がやってきました。２４回目

を迎える今年の大会では、５０km・ 

１００km合わせて３,９００名を超

える参加者を予定しています。 

 実施本部では大会の

運営をお手伝いして頂

けるボランティアス

タッフを募集していま

す。円滑な大会運営の

為には町民の皆様のご協力が必要不

可欠です。ボランティアとしてご協

力して頂ける方は社会教育課（２－

１２９５）までご連絡下さい。 

開催期日：平成２１年６月２８日（日） 

 ・１００kmの部スタート  午前５時 

  (湧別町総合体育館) 

 ・５０kmの部スタート  午前１０時 

  (佐呂間町１００年広場) 

業務内容：エイドステーショ

ンでの作業、交通

整理、受付など簡

単な業務です。 

社会教育カレンダーを 

ご利用下さい！ 

 社会教育カレンダーを作成し、教

育委員会、町民センター、図書館、体

育館、スター、支所、出張所に備えて

いますので、ご自由にお取りいただ

いてご利用下さい。 

 なお、カレンダーについ

てのお問合せは社会教育課

（２－１２９５）までお願

いします。 

開拓の歴史を見学しませんか！ 

みなさんの学習活動 

をお手伝いします！ 

 『この人を呼んで講演を聞いてみ

たい』『こんなことを習ってみた

い』と思っているけれど、“会場が

ない”“お金が少したりない”など

と困っている方はいませんか？ 

 教育委員会では、このような方の

ために会場の提供や金銭面の支援、

講師の紹介など、学習活動の応援を

していますのでご活用下さい。 
 
○支援対象学習活動 

 ・町民５名以上で自主的に企画・立案し 

  て実施する学習活動等 

○支援内容 

 ・指導・助言－学習情報の提供、講師紹 

        介等 

 ・金銭的支援－講師・指導者に対する謝 

        礼、学習に必要な消耗品 

 ・会 場 提 供－町民センター使用料免除 
 
※詳細・申し込みは、社会教育課（２－

１２９５）までご連絡下さい。 

佐呂間町開拓資料館では、土器、石

器、農具、漁具、生活用具などの様々

な道具を展示し

ています。 

どなたでも、

見学することが

できますが、通

常時は施錠され

ていますので、見学を希望される方

は、町民センター事務所までご連絡

下さい。 

※土・日曜日、祝日および年末年始

は休館となります。 
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お申込み・お問合せは 佐呂間町 
武道館・温水プール「Ｓｔａｒ」 
２－２２６１まで 

◆個別でじっくり技術習得 

 
 ★水泳 水中運動 

パーソナルレッスン 
 
 期 日：１０月３０日（金）までの 

毎週金曜日 

 時 間：１３：００～２０：００ 

までの間でお好きな時間 

※１回につき２０～３０分程度 

 対 象：小学生～一般 

 内 容：水泳の各泳法及び各種水中 

     運動等 

 定 員：１コマにつき１名～３名 

 指 導：スター指導員（健康運動指導士  

Ｃ級スポーツ水泳指導員） 

 その他 

※毎月１日から翌月分のご予約を承

ります。 

※２～３名でお申込みされる方は同

等レベル同士でお申込み下さい。 

※お一人様、ひと月に２回までご予

約できます。 

※お申込み時に、希望

の日時とレッスン

内容をお申し出下

さい。 

◆みんなで楽しくスイミング 

「水」で元気になろう！ 

水は「やせる」「癒す」「鍛える」

などカラダに様々な効果をもたらし

ます。そしてその結果、ココロも元気

にしてくれます。 

ほんの少し勇気を出して、一度ぜ

ひプールを体験し

て下さい。新しい

自分にきっと出会

えます。 

町民センター臨時休館の 

お知らせ！ 

 町民センター電気改修工事のため

６月２６日から７月４日まで

全館を臨時休館いたします。 

 休館中は迷惑をおかけしま

すが、ご了承願います。 

 
 ★スイミングスクール 

マスターズコース  

 
実施期間 

●第１期：５月１２日（火） 

～７月９日（木） 

●第２期：８月１８日（火）～ 

１０月２２日（木） 
 

実施クラス 曜日 

○ゆったりクラス（クロール 背泳ぎ）      

毎週火曜日 
 
○レベルアップクラス（メドレー ４ 

泳法レベルアップ） 

  毎週水曜日 
 
○すいすいクラス（平泳ぎ バタフライ）     

毎週木曜日 

 
開催時間：午後６時３０分～午後８時 

対  象：中学生以上一般 

定  員：各クラス１５名      

  （先着順） 

スター休館日のお知らせ！ 

◎５月の休館日 
   ４日(月)  ５日(火)  ６日(水) 

   ７日(木) １１日(月) １８日(月) 

  ２５日(月) 
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 
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巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 5月12Ă26日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 6月 9Ă23日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

火曜日 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 5月19日  佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 6月 2Ă16日  若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

火曜日  若佐コミセン前 １３：３５～１３：５５ 

 若佐保育所 １４：００～１４：１５ 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

 5月20日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

 6月 3Ă17日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日 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 

（※6/3は運休) 
１５：１５～１５：３０ 

 

 5月 7Ă21日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 6月 4Ă18日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

木曜日 夢ふうせん １３：１０～１３：３０ 

 浪速 上伊沢宅前 １３：５０～１４：０５ 

 浪速 阿部宅前 １４：１０～１４：２５ 

 5月28日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 6月11Ă25日 

木曜日 
  

※団体・個人などで、あおぞら号の停車を希望さ

れる方は、図書館までご連絡下さい。 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

空白の桶狭間               加藤
か と う

 廣
ひろし

／著 

さよならの扉           平
たいら

 安寿子
あ ず こ

／著 

玻璃（はり）の家      松本
まつ も と

 寛大
かん だ い

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

絵本の国のぬいぐるみ       原
は ら

 優子
ゆ う こ

／著 

平均年収２５００万円の農村 藤原
ふじ は ら

 忠彦
ただ ひ こ

／著 

本気になればすべてが変わる 松岡
まつ お か

 修造
しゅうぞう

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

プロ野球なんでもナンバー１ 近藤
こん ど う

 孝夫
た か お

／著 

ドリーム☆チーム ４     アン コバーン／作 
 

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
探し絵ツアー ６   エマ ヘルブロー／作 

ハルのふえ               やなせ たかし／作 

「よむべえ」をご存知ですか！ 

「よむべえ」は、図書館の休憩コー

ナーに設置している音声 拡大読書

機の名前です。 

 原稿台の上

に本や印刷物

を乗せ、ボタン

を押すと内容

を読み取り、モ

ニター画面に文字を拡大して表示

し、音声で読上げる機械です。 

 視力がない方や弱視の方の利用は

もちろんですが、読みたい本の文字

が小さくて読みづらいとお困りの方

も、ぜひご利用下さい。 

 だれでも簡単に使うことができま

すので、試してみたい方は気軽に 

職員へ声をかけて下さい。 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎５月の休館日 
   ３日(日)  ４日(月)  ５日(火) 

   ６日(水) １１日(月) １８日(月) 

  ２５日(月) ３１日(日)   
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 
 

～臨時休館について～ 
  
 図書館を下記のとおり臨時休館いたしま
す。休館中はご迷惑をおかけしますが、ご了承

願います。 
 
 ５月１３日（水）～５月１７日（日） 

（蔵書点検のため臨時休館） 

 ６月２６日（金）～７月４日（土） 

（電気改修工事のため臨時休館） 
 
※５月１３日～１７日は、役場若佐支所 浜佐

呂間出張所の図書室も休館します。 


