
ご協力とご声援 
ありがとうございました！ 

    ６月２８日(日)に第２４回サロマ
湖１００ｋｍウルトラマラソンが開

催され、３,５００名を超える選手が
初夏のサロマ湖を駆け抜けました。 

 佐呂間町からは、１００ｋｍの部

１２名、５０ｋｍの部９名の方々が

北見市常呂町のゴールを目指し力走

を見せてくれました。 

 今年も、沿道から選手への暖かい

声援や、高校生をはじめ、たくさん

の町民の

皆さまの

ご協力に

より無事

に大会を

終えるこ

とができ

ました。 

事務局一同心から感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 
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＜大会データ＞ 
◎参加人数 

・１００ｋｍの部  ３,１１２名（出走数） 
・    ５０ｋｍの部      ４２４名（    〃    ） 
◎完走率 

・１００ｋｍの部  ７３．５％ 
・    ５０ｋｍの部  ９０．３％ 

「生涯学習サポーターガイド」 

情報提供にご協力を！！ 

 Ā生涯学習サポーターガイド」と

は、町民のみなさんの学びに役立て

て頂くため、スポーツ 芸術文化 福

祉など町内の様々な

分野の団体や、いろ

いろな特技の持ち主

を一覧表にまとめた

ものです。前号から

数年が経過したことから、みなさん

から頂く新たな情報を元に、より役

に立つ改訂版を発行することにいた

しました。どうか情報提供にご協力

下さい。 

 みなさんが活動されている団体や

サークル。また、その

指導ができる方。地域

での活動や、身近な方

ご自身の得意なことに

ついて等々ăăă。 

なんでも情報をお寄せ下さい。 

 ご連絡・お問い合わせは、社会 

教育課（Tel２―１２９５、Fax２－ 

１１３１）までお願いします。 



佐呂間町女性連絡会議 

活動ニュース！ 
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佐呂間町女性連絡会議のボラン

ティア活動として、６月２０日（土）

に、「サロマ湖ゴミ０運動」に参加し、

キムアネップ周辺のゴミ拾いを実施

しました。 

この活動は、サロマ湖１市２町の

漁協が中心となって毎年実施してい

るもので、参加した会員は、他の参加

者とともにサロマ湖の美しい自然、

大切な自然を後世に伝えるために協

力して清掃活動を行いました。 

中体連ソフトボール大会が 

佐呂間で開催されます！ 

網走地区中学校ソフトボール大会が

佐呂間町で開催されます。 

 この大会は２日間の日

程で行われ、管内の市町

から６つの中学校が参加

し、全道大会への出場を

懸けて、熱戦が繰り広げ

られます。 

 地元の開催ですので、たくさんの

応援をよろしくおねがいします。 
 

 日 程：７月１０日(金)～１１日(土) 
 
 場 所：佐呂間ソフトボール場 

水泳指導者講習会が 

行われました！ 

本格的なプールシーズンを前に６月

１２日、温水プールにて水泳指導者

講習会が行われました。町内水泳指

導員と町内教職員合わせて１３名が

参加し、スター職員の指導で初心者

指導法や補助法、中上級者向けの

フォーム改善術などを学びました。 

｢アルプスの少女ハイジ｣ 

チケット好評発売中！ 

名作「アルプスの少女

ハイジ」が佐呂間町で

公演されます！ 

豪華出演者による

ミュージカルをぜひ

ご堪能下さい！ 
 
と き：８月９日（日）開演１３：３０ 

（開場１３：００） 
 
ところ：町民センター集会室 
 
出演者：ハイジ：浜口順子 

    ロッテンマイエル：大沢逸美 

    セバスチャン：石塚義之/ほか 
 
チケット料金 

  前売券  一人券 １,５００円   

      ペアー券 ２,０００円 

      小中学生   ５００円 

     ※当日券は５００円増し 

（小中学生は２００円増） 
 

※チケットは、役場支所 出張所 教

育委員会 町民センター 各地区 

夢創会員が取扱っています。 
 
主 催：夢創（佐呂間町芸術文化事業企画委員会） 
 
お問合せ 夢創事務局 ６－２３５０ 

     社会教育課 ２－１２９５ 
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日 程：７月２８日(火)～８月１日(土) 

までの５日間 

    ※最終日は進級テストです。 

時 間：Ａコース：午前９時３０分～ 

１０時４５分 

    Ｂコース：午前１１時～ 

１２時１５分 

対 象：町内在住の小学生 

内 容：水泳レベル（クラス分け）毎によ

る指導をします 

定 員：各コース３０人（申込者が定員を

超えた場合は抽選となります。） 

料 金：プール使用料（１回券１００円 

回数券５００円） 

申込み：７月１０日（金) 午前１０時から

７月１２日（日）午後１２時まで

の間にお電話か直接スターへお越

しの上、お申し込み下さい。 

各コース定員を超えた場合は抽選

となります。予めご了承下さい。

（Ａ・Ｂいづれかのコースをお選

びください。但し

抽選となった場合

は各コースご希望

に添えない場合が

あります。 

ベビースイミングのお知らせ！ 

 親子で水に慣れ親しみながら、お

子様の健やかな発

達を目指します。ど

うぞお気軽にご参

加下さい。 
 
日 時：７月８日～２４日の 

毎週水 金曜日 全６回 

時 間：午前１０時～１１時 

対 象：１歳～３歳までのお子様と 

その保護者 

内 容：親子で水遊びと初歩の水泳 

料 金：プール使用料（１回券４２０円 

回数券２,１００円） 

※お子様は無料です 

申込み：当日受付にてお申し込

み下さい（事前の申し

込みは不要です） 

ちびっこスイミング参加者募集 

スターでは来年度新１年生になるお
子様を対象にスイミング教室を開催
いたします。 
初歩の水泳を練習しなが

ら、更衣室の使い方や

プールでの約束事を学び

ます。どうぞふるってご

参加下さい。 
 
日 時：７月１５日～２４日の 

毎週水 金曜日 全４回 

時 間：午後５時～６時 

対 象：平成１５年４月２日～平成１６年

４月１日生まれの方（Ｈ２２年度

新１年生） 

内 容：水遊びと初歩の水泳 

ジュニアサマースクール 

参加者募集のお知らせ！ 

 小学生対象の“サマースクール”

（夏休み短期水泳教室）を右記のと

おり開催いたします。 

 ５日間の集中レッ

スンで水泳のレベル

アップと体力の向上

を目指そう！ 

指導者講習会の様子 
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巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

 7月 7日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 7月14Ă28日  ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 （※7/28は運休)  

 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 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

 7月 8Ă22日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

 7月15Ă29日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

水曜日 ※浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

 （※7/29は運休)  

 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 

（※7/29は運休) 
１５：１５～１５：３０ 

 

 7月16Ă30日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日 ※佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 （※7/30は運休)  

 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 

 7月 9Ă23日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 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。 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎７月の休館日 
 
臨時休館 １日(水)～４日（土） 

※電気改修工事  

   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２１日(火) ２７日(月) ３１日(金) 
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

ＩＮ              桐野
き り の

 夏生
な つ お

／著 

偽物語 下             西尾
に し お

 維新
い し ん

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 
ほっかいどう百年物語 第９集 
                ＳＴＶラジオ／編 

羆撃ち                         久保
く ぼ

 俊治
としはる

／著 

スター休館日のお知らせ！ 
◎７月の休館日 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２１日(火) ２７日(月) 
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

 夏休みのおたのしみ！人気作品を

用意しての映画上映会

を開きます。親子そろっ

ての来場をお待ちして

おります。 
 
日  時 ７月２５日（土） １０時から 

場  所 佐呂間児童館 プレイルーム 

上映作品 ポパイ（６分×４話） 

図書館映画上映会のお知らせ！ 

 
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 

定 員：２０名 
料 金：プール使用料無料 
申込み：７月１日（水）より受付を開始い 

たします。お電話又は直
接スターへお越しの上、
お申し込み下さい。（定
員になり次第締め切りと
させていただきます） 

  

◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
ねこの根子さん                    あさの あつこ／作 
スパイ図鑑     ヘレイン ベッカー／著 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

だっこべんとう        木坂
き さ か

 涼
りょう

／文 
そらのおふろやさん  とよた かずひこ／作 


