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第３回 安保 真（あんぼ まこと） 
「サロマ～ふるさと展」開催中！ 

期 間：１０月６日(火)～１２日(月) 

時 間：午前９時～午後７時 

※最終日は午後４時まで 

場 所：町民センター 身障者室（１階） 

佐呂間町出身の現代墨絵アート作家で

ある安保真氏の作品展を開催します。 

 これまで見逃している方は、是非この

機会に「現代の墨絵（滲

み画）」をご覧下さい。

きっと「墨絵」のイメー

ジが変わります。 

少年文化劇場終了 

コンサートを楽しみました。 

佐呂間バレーボール少年団  
８年ぶりに全道大会出場！ 

町内の小学生を対象とした少年文化劇

場が９月２日に佐呂間小学校体育館で

開催されました。 

 当日は、一般の方を含む約３３０名の

児童達が集まり、パフ ファミリーによ

るコンサートを楽しみました。 

 児童達は、出演者の演奏や歌、パ

フォーマンスに引きこまれ、一緒に歌っ

たり、踊ったりしながら、最後まで盛り

上げっていました。 

佐呂間バレーボール少年団（団員１４名）

が、９月２０日に深川市で開催された

「第２０回ふかがわカップ全道小学生

バレーボール優勝大会」に出場しました。 

 少年団は、８月の「道新カップ北見 紋

別地区予選大会」で４位に入賞し、連盟

の推薦を受けて、８年ぶりに全道大会出

場を決め、全道で一勝することを目標に

大会に臨みました。 
 大会には、全道各地の予選を勝ち抜い

た１８チームが出場し、佐呂間バレー

ボール少年団は初戦で地元の一巳ジュ

ニアと対戦しました。 

序盤こそ、動きにかたさがありミス

もありましたが、その後は、全道大会の

雰囲気にのまれることなく、最後まで伸

び伸びと自分達のプレーをし、互角な試

合をしましたが、セットカウント１－２

で惜しくも敗退してしましました。 

今後は、全道大会に出場して得た自

信と経験を生かし、更なる活躍を期待し

ます。 
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佐呂間高校開放講座（第２弾） 

楽しい講座を用意しました！ 

今年も高校開放講座の季節がやってき

ました。佐呂間高校の全面協力で楽しい

講座をご用意いたしました。 

 貴方もこの秋、学生

気分に戻って、新しい

学友と何かを学んで

みてはいかがですか。 
 詳しくは、新聞折込チラシでお知らせ

いたしますのでお楽しみに！ 
 
期 日 １０月２０日～１２月初旬  

内 容 健康トレーニング、楽しく英語に

触れよう、国語の授業、楽しい水

彩画 

場 所 佐呂間高等学校 
対 象 一般成人 

指 導 佐呂間高等学校教諭ほか 
問合せ 社会教育課（２－１２９５） 

｢ミュージックフェスティバル｣ 
参加団体募集中！ 

今年で２０回目を迎える「ミュージック 
フェスティバル」が１１月１５日 (日)

に町民センターで開催

されます。 

 実行委員会では、出

演を希望する団体を募

集しています。  

 この機会に町民の皆さんへ日頃の練

習成果を披露してみませんか？ 

日 時：１１月１５日(日) 

      ９時３０分～１１時３０分      

場 所：町民センター 

対 象：町内の各学校及び吹奏楽団体、 

    音楽サークル(吹奏楽、器楽演 

    奏、合唱など) 

申込み：１０月２０日(火)までに実行委員

会事務局 (社会教育課内）にある

参加申込用紙にて、お申し込み

ください。 

十三弦と十七弦の筝（こと）、六弦のギ

ター、更にパーカッションが加わった、

世界に一つしかいないサウンドを作り

出すバンドの公演です。 

 寿大学生と中

学生を対象に下

記のとおり２公

演開催します。  

 一般の方も鑑

賞することがで

きますので、興味のある方は是非ご来場

ください。 
 
〈寿大学公開講座〉 
 
日 時 １０月２８日（水） 午前１０時～ 

場 所 町民センター 
 
〈少年文化劇場（中学生）〉 
 
日 時 １０月２８日（水） 

 午後１時４０分～ 

場 所 中学校体育館 

なおこＢＡＮＤ八 
「十三・十七・六の魅楽」公演！ 

町民講座「からだ工房」を 

開催します！ 

気軽に楽しめる運動体験や健康に関す

る正しい知識を学び、元気な「からだ」

づくりを目指しませんか？ 
 
日 時：平成２１年１１月～ 

１２月（全８回予定） 
    午後７時～ 
場 所：町体育館、スター 
対 象：一般町民（成人） 
内 容：運動教室（エアロビクス等）、 

健康づくり講演会などを予定して

います。 

参加料：参加料は無料ですが、施設使用料

が必要となる場合があります。 

申込み：日程、申込方法など詳細について

は決まり次第新聞折込チラシでお

知らせします。 
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今年度のジュニアスイミングスクール

が１０月２２日（木）で終了となります。

スクールの最後に実施する日本水泳連

盟認定泳力検定とスクール進級テスト

も近づき、それぞれ課題をクリアするた

め、練習にも力が入ってきました。「前

回より１秒でも早くなりたい」「友達よ

り少しでも早く上のクラスへ行きたい」

子供たちのそんな思いが泳ぎに表れて

いました。 

検定会に向けて猛練習中！ 

スターマスターズ水泳記録会 

開催のお知らせ！ 

１０月１８日（日）９時３

０分よりスターマスター

ズ水泳記録会が開催され

ます。観覧もできますの

で、選手の応援をよろし

くお願いいたします。 

 なお、記録会当日は全館一般利用が 

中止となります。予めご了承下さい。 

 また、前日の１０月１７日（土）は大

会準備のため１６：００で閉館させて頂

きます。 

温水プール営業終了のお知らせ！ 

温水プールの今年度営業は１１月１日

（日）を持ちまして終了させ

て頂きます。 

 トレーニングルーム、ラン

ニングコース、武道館は引き

続き冬期間もご利用いただ

けます。 
 なお、１１月１日（日）は個人使用に

限り全館無料開放といたします。皆様の

お越しをお待ちしております。 

スターの利用券について！ 

プール及びトレーニングルームの回数

券は購入日より１年間有効です。１年を

過ぎた回数券は使用できなくなります

のでご注意下さい。 

 なお、回数券の日付印字が消えている

ものも有効期限の判別が出来なくなる

為使用出来ません。 

 保存の際は封筒などに入れ

て保存し、印字が消えないよう

ご注意下さい。 

今年も皆さんに大好評の「スターまつ

り」を開催します。プールや武道館な

どで楽しい催しものを企画していま

す。みなさんお誘い合わ

せの上、ご家族揃ってご

来場ください。お待ちし

ております。 
 

日 時：１０月１２日(月) 午前９時～ 

場 所：武道館･温水プール「Ｓｔａｒ」 

内 容：水中ゲーム、おまつり広場、スポ 

    ーツ表彰など楽しい催し物を予定 

    しています。 

主 催：佐呂間町教育委員会 

企画・運営：佐呂間町体育指導委員 

｢第１３回スターまつり｣ 

を開催します！ 
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◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

ヘヴン          川上
かわ か み

 未映子
み え こ

／著 

流星さがし        柴田
し ば た

 よしき／著 
  

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆  
シネマ食堂         飯島

いい じ ま

 奈美
な み

／著 

民主党政権         大下
おお し た

 英治
え い じ

／著 

図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
 
   ５日(月) １２日(月) １３日(火) 

  １９日(月) ２６日(月) ３１日(土) 
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

※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。 

巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

10月27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 

10月 6Ă20日  佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

火曜日 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 

 朝日 近藤宅前 １４：２５～１４：４０ 

10月14Ă28日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

水曜日   

10月 7Ă21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 

 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 

 （※10/21は運休）  

10月 8Ă22日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 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 

10月15Ă29日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

木曜日   

10月 2日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

 金曜日   

 （※10/21は運休）  

図書館講演会のお知らせ！ 

「ピンクのスノーじいさん」「ようこそ

森へ」などで有名な絵本

作家の村上康成さんを迎

えての講演会です！  

みなさんの来館をお待

ちしています。 
 
日 時  １０月１６日（金） 

 午後６時３０分～８時 

場 所 図書館 児童閲覧室 

演 題 『自然の歌をききながら 

～絵本の魅力 絵本の力～』 

講 師 村上 康成氏（絵本作家） 

対 象 小学生以上（幼児は保護者同伴） 

３０名程度 

お問い合わせは、図書館（２－２２１５）

まで。 

 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
くもりときどきミートボール                

               ステーシー ドイチェ／作 

ちょっとまぬけなわらい話                         

たかしま 風太
ふ う た

／文 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
とうふさんがね…  とよた かずひこ／作 絵 

ぐりとぐらのおまじない 

            なかがわ りえこ／作 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１０月の休館日 
 
   ５日(月) １２日(月) １３日(火) 

  １４日(水) １８日(日) １９日(月) 

  ２６日(月)  
 
※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

 
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 


