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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：１１月２６日～１２月１７日（全７回） 

午後７時～８時 

「ミュージック 

 フェスティバル」開催！ 

今年で２１回目を迎える「ミュージッ

ク フェスティバル」が町民センターで

開催されます。 

 今年は、町内の各学校・音楽サーク

ル等６団体が日頃の練習成果を一生懸

命発表します。合唱、ゴスペル、吹奏

楽と様々な音楽が

集う発表会ですの

で、皆さんお誘い

合わせの上、ご来

場ください。 

日 時：１１月２１日(日) 

     午前９時３０分～１１時３０分 

場 所：町民センター 

出 演：若佐小学校 

    浜佐呂間小学校 

    Ｐ.Ｐ.Ｓｐａｒｒｏｗｓ 

    佐呂間ジュニアブラス 

    佐呂間中学校吹奏楽部 

    サロマ吹奏楽倶楽部 

「スター」で１日楽しく 

過ごしました！ 

１０月１１日に「スターまつり」が開催

されました。スターまつりは町の体育指

導委員が中心となって企画 運営してい

る事業で、今年で１４回目を迎えました。 

 当日は体力測定、空手型披露、剣道体

験、おまつり広場、読み聞かせ、水中ゲー

ムを行い、たくさんの子供たちがスター

で１日楽しく過ごしました。 
 今回は、新たな試みとして、大人も参

加できる「ストレッチポール体験会」、

「やせるトレーニング体験会」を開催し

大人たちも楽しい体験が出来ました。 

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 ズンバ、 

ルーシーダットン） 

 ※今回は、新しいメニューでズンバ（音楽ダ

ンス）を実施します。 
 
参加料：参加料は無料ですが、施設使用料 

    （１３０円）が必要となります。 
申込み：日程、申込方法など詳細に

ついては広報折込みチラ

シでご確認下さい。 
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平成２２年度 

    スポーツ表彰受賞者！  

平成２２年度スポーツ表彰式が１０月 

１１日「体育の日」に武道館・温水プー

ルで行われました。 

 式では、スポーツの振興に貢献した

り、それぞれの競技で優秀な成績を収め

た個人９名、団体２チームが表彰を受け 

ました。 

 受賞者は記念の盾を手にし喜びをか

み締めていました。 

「寿大学公開講座」 

 講座内容変更のお知らせ！ 

寿大学公開講座の講座内容が

下記のとおり変更（入替）と

なりますので、ご確認の上ご

聴講願います。 
 
１１月１９日（金）「健康体操」 

  ・講 師 社会教育課社会体育係 
       
平成２３年２月１７日（木）「詩の世界」 

  ・講 師 佐呂間高校教頭 

 宮本鎮栄 氏 

カボチャのちょうちんを 

作りました！ 

１０月３１日はハロウィンのお祭でし

た。ハロウィンは日本のお盆にあたり、

秋の収穫を祝い、亡くなった家族や友人

たちを偲ぶものです。最近では日本でも

お馴染みになってきましたが、カボチャ

を人の顔にくりぬいて、ちょうちんを作

るのが有名です。 

 ショーン先生が町内の小学校で、その

ちょうちんを児童たちと一緒に作成し

ました。はじめて作る１年生も、一生懸

命作業し、その出来栄えに満足していま

した。 

☆スポーツ功労賞受賞者☆  
（敬称略） 

受賞者 受 賞 理 由 

干場 久 

永年にわたり佐呂間町体育協会会

長他多くの役職を歴任し、本町の

スポーツの向上に尽力された  

現代墨絵を楽しみました！ 

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が１０月５日から

６日間町民センター

で開催されました。 

 期間中は、町内外

から約４００名の

来場者が訪れ現代

墨絵の素晴らしさ

に触れました。 

 また安保さんの

滞在中に小学校３

校で墨絵教室が行

われ、児童は墨と絵

の具を使ったオリ

ジナル作品を完成させていました。 



            教育委員会だより 「夢つうしん」         《３》 

夢通信 2010年11月号 №236 

 
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 

スター休館日のお知らせ！ 
 
◎１１月の休館日 
   １日(月)  ４日(木)  ８日(月) 

  １５日(月) ２２日(月) ２４日(水)   

  ２９日(月)  

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

スターマスターズ水泳記録会 

が終了しました！ 

１０月１７日（日）に「スターマスター

ズ水泳記録会」が開催されました。 

 １５回目を迎えた今年が、最後の記録

会となり総勢 

１０６名の選手

たちは、今まで

以上に熱いレー

スを繰り広げて

いました。 

１０月６日に浜佐呂間小学校の着衣泳

体験教室がスターで行われました。 

 スター職員が講師となって、約１時間

服を着た状態でプールの中に入り、様々

な体験を行いました。 

濡れた服が体にまとわりつき、最初は思

うように体を動かすことが出来ません

でしたが、教室の最後には浮かんだり、

泳いだりすることも出来ました。 

 教室を終えて子供たちは改めて水の

怖さと、いざというときに落ち着いて行

動することの大切さを学びました。 

服を着たままプールに 

入りました！ 

 選手の皆様、そして記録会を支えてく

れた皆様、１５年に渡りたくさんの「思

い出」と「感動」そして「笑い」をあり

がとうございました。 

☆スポーツ奨励賞受賞者(個人の部)☆ 

受賞者 学校名 種目 

土山 遥 佐小２年 
一輪車（片足乗り） 

   （スラローム） 

斎藤 千聖 佐小４年 陸上（ボール投） 

三田 桜花 佐小６年 
陸上（１００ｍ） 

  （ボール投） 

松永 颯 浜小６年 陸上（砲丸投げ） 

鎌野 稜子 佐中１年 卓球（女子ダブルス） 

齊藤 俊充 佐中３年 バドミントン（ダブルス） 

土屋 翔太 佐中３年 バドミントン（ダブルス） 

☆スポーツ奨励賞受賞者(団体の部)☆ 

受賞団体  種   目 

サロマ一輪車クラブ 一輪者（リレー） 

大谷つぐみ 池田有寿 佐野円香 梅田弥咲 

チームオホーツク 陸上（4×100ｍリレー） 

高田拓哉 西村渓太、町外２名 

☆スポーツ特別賞受賞者☆ 

受賞者 受 賞 理 由 

結城 司敏 
サロマ湖１００ｋｍウルトラマラ

ソン１０回完走 
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図書館休館日のお知らせ！ 
 
◎１１月の休館日 
 
   １日(月)  ３日(水)  ８日(月) 

  １５日(月) ２２日(月) ２３日(火)  

  ２９日(月) ３０日(火)   
 
※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。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 
  

11月 2日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    16日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

    30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 

11月 9日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

11月17日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

     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 

11月10日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    24日   

木  

11月 4日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    18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 

11月11日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    25日   

水 
 
 
  

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

硝子の葦          桜木
さ く ら ぎ

 紫乃
し の

／著 
エウスカディ（上 下）         馳

は せ

 星周
せいしゅう

／著 

 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

里海探偵団が行く！      寺本
て ら も と

 潔
きよし

／編 
アレの名前大百科    みうらじゅん／監修 

        

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

１円くんと五円じい     久住
く す み

 昌之
ま さ ゆ き

／作 
大人になったら何になる？ 

             ジェシカ ロイ／著 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

もりのくまとテディベア      谷川
た に か わ

 俊太郎
し ゅ ん た ろ う

／詩 
ふでばこのなかのキルル  松成

ま つ な り

 真理子
ま り こ

／著 

リクエスト受け付けます！ 

図書館では、本のリクエストを受け付け

ています。 

「○○という本を読みたいけれど、図書

館にない」という場合に、新刊（発行後

１年以内）は図書館が購入

し、古い本は他の図書館か

ら借りて貸出することが

できます。カウンターにお

申し出ください。 

おすすめ本を教えてください！ 

～「私のおすすめ本」～ 

「私の好きな本・思い出の本」などを推

薦していただける方、いらっしゃいませ

んか？  

 推薦していただいた本

は、「私のおすすめ本」コー

ナーに設置いたします。 
 
募集対象   佐呂間町に在住の方       

募集冊数   １名 １０冊以内          

設置期間   ６ケ月間 

そ の 他   おすすめ本の取扱について

は図書館に一任させていただ

きますので予めご了承下さ

い。また、図書館側で用意でき

ない本については、所有して

いる方からお預かりすること

も可能です。詳しくは、図書館

（２－２２１５）までお問い

合わせ下さい。 


