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北海道小学生陸上競技大会 

３名の児童が入賞！ 

７月１７日(日)～１８日(月)に函館市

千代台公園陸上競技場で開催された

「北海道小学生陸上競技大会」に佐呂

間小学校から３名、浜佐呂間小学校か

ら４名、若佐小学校から１名の児童が

出場しました。 

 大会では、全道１１地区の予選を勝

ち抜いた１０００名を超える選手が各

種目に出場し、佐呂間小学校の宗村和

樹くんが５年男子ソフトボール投で２

位（記録：５５m９３cm）、岡谷樹くん

が６年男子ソフトボール投で７位（記

録：５１m９２cm）、浜佐呂間小学校の

住吉美波さんが４年女子ソフトボール

投で４位（記録：３６m２２cm）に入賞

しました。 

 今後も、全道大会に出場して得た自信や

経験を活かし、ますます活躍することを

期待します。 

「子象物語」～トンキーよ永遠に 
 
「上野動物園史」原作。 

戦争という大きな渦の中

で何の罪もなく次々と殺

されていく動物たち。物

言わぬ子象トンキーに寄

せる飼育係と、子供たち

の深い愛情と心の叫びを

通して、平和への祈りと

生命の賛歌が鮮烈に浮かび上がります。 
 
日 時：８月２９日（月） 

１０時４５分開演（８０分） 

場 所：佐呂間中学校体育館 

「ハックルベリー フィンの冒険」 
 
学校に行かない浮浪児

ハックと脱走奴隷ジム

の毎日を描き、誰もが

持っている冒険心を目

覚めさせる。価値観の

違いや貧富の差に影響

を受けず、人が生きる

うえで何が大切かを問

う作品です。 
 
日 時：９月５日（月） 

１０時３０分開演（６０分） 
 

３つの演劇が公演されます！ 

少年文化劇場や寿大学の一講座として

演劇公演が行なわれます。 

一般の方も無料で鑑賞する

ことができますので、是非

ご来場ください。 
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世界のピアニストに育てた母 

「辻井いつ子」子育て講演会！ 

ピアニスト「辻井伸行さん」の母。 

目の不自由な息子を世界

のピアニストに育てた母

の子育て講演会を下記の

とおり開催します。みなさ

んお誘いあわせの上ご来

場ください。 
 
日 時：９月３０日（金）開演１９:００  

場 所：町民センター集会室 

入場料：一般５００円 

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 ２－３５６０ 

社会教育課 ２－１２９５ 
 
◇辻井いつ子さんのプロフィール◇ 

フリーのアナウンサーとして活躍後、産婦

人科医と結婚。生まれた長男の伸行氏が生

後まもなく全盲とわかり、絶望と不安のな

か、手探りで子育てをスタート。持ち前の積

極性と行動力で、伸行氏の可能性を引き出

した。 

「子どもが少国民といわれたころ」 

～銀次郎とハルの場合～ 
 
出身の小学校から、子ども時代の話をし

てほしいとの依頼を受けた大衆演劇の元

座長、銀次郎が元花形

女優のハルと組んで二

人芝居で当時の経験を

伝えることに。もっと

も７７歳の銀次郎が東

京で育った子ども時代

は、戦争のまっただ中

だった。 
 
日 時：９月７日（水） 

１０時１５分開演（８０分） 
 
場 所：町民センター集会室 

「われらは海の子」 

サロマ湖の味力
みりょく

がいっぱい！ 

町内３つの保育所の幼児と、あいあいら

んど参加親子を対象としたミニコン

サートが７月２１日に佐呂間保育所で

開催されました。 

当日は、幼児や親子など約２００名が集

まり、パフ ファミリーのお兄さん、お姉

さんと一緒に歌ったり、踊ったり、手拍

子をしな

が ら、コ

ンサート

に 参 加

し、音 楽

の楽しさ

を 感 じ

とっていた様子でした。 

パフ・ファミリーの 

コンサートを楽しみました！ 

家庭教育推進会議主催の子育て講座「わ

れらは海の子」が７月１８日（海の日）

に開催されました。 

参加した小学生親子など総勢４２名は

船に乗って、サロマ湖のほたて養殖施設

を見学したり、網おこしやエビかごを

引っ張りあげる体験をしました。 

 下船後は、採れたての新鮮なほたてや

エビ、ほたるいかなどを浜焼きにして美

味しくいただきました。 

 半日程度の講座ではありましたが、漁

師さんたちの協力のおかげで、サロマ湖

の魅力に触れることができました。 
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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 

水中で親子のスキンシップ 

を行いました！ 

７月８日 １５日 ２２日の３回にわた

り、１～３才の親子を対象とした「ベ

ビースイミン

グ」が開催され

ました。 

 参加した延

べ１１組の親

子は水遊びを

通じてスキン

スイミングスクール（後期）は 

８月１６日から開始します！ 

後期のスイミングスクールはジュニア

コース マスターズコースともに８月 

１６日（火）より開始いたします。 

前期のスクールに

参加の方は申込不

用です。参加クラ

ス、曜日をご確認の

上ご参加ください。 

あなたの｢希望｣を｢効果｣に変える！ 

スター個人レッスン好評実施中 

スターでは、水泳のレッスンから減量の

ためのトレーニング指導まで皆様の目

的に合わせた内容で各種個

人指導を実施しております。

指導料は無料ですのでお気

軽にご利用ください。 
 

～様々なご希望にお答えします！～ 
 
◆クロールの息継ぎができるようになりたい 

◆自宅でもできる、やせるためのトレーニ

ングメニューを作ってほしい 

◆２ヶ月で５ｋｇ体重を減らしたい 

◆腰や肩の違和感を改善したい 

◆体幹を鍛えて、スポーツのパフォーマン

スを向上させたい 

◆健康の為に何か運動をしたいけ

れど、自分にはどんな運動が適

しているか知りたい 

シップを図り「親子の絆」を深めました。

最初は水に入ると、泣き出してしまう子

もいましたが最終日にはみんな水とお

友達になれたようです。 

佐呂間ゴルフ同好会 

コンペに参加しませんか！ 

いよいよ８月よりコンペも後半戦で

す。残り３回となりましたが、

是非体験参加してみませんか？ 
 
競技日程 
 ８月 ７日(日) 温根湯国際ＣＣ  

７時３０分スタート 
 ９月１８日(日) ノーザンアークリゾート  

８時０３分スタート 
 １０月９日(日) 温根湯国際ＣＣ      

７時３０分スタート 

事務局 

 水田勝彦 ２－２５５９ 

 木村 功 ０９０－８６３５－８３７２ 
    （e-mail gogogolf@9191.com） 

多目的広場の芝を整備しました！ 

芝の改修のため休止していた１００年

広場多目的広場（サッカー場）は、芝の

養生もおわり、７月１８日から一般の方

に使用していただいております。 

 休止中は大変ご迷惑を

おかけしましたが、今後と

も大切にご利用願います。 
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※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！ 
 
◎８月の休館日 
 
   １日(月)  ８日(月) １５日(月) 

  ２２日(月) ２９日(月) ３１日(水)    
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 

曜 

日         

 8月 2日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    16日 （※30日のみ運行） １３：２０～１３：４０ 

  30日 宮前団地 １３：５０～１４：１０ 

 西中央公民館  

 8月 9日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    23日 （※9日は運休）  

     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 

 8月10日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    24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日は運休）  

 8月31日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

木 

曜 

日          

 8月11日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    25日 ※佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 （※11日は運休）  

 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 

 8月18日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

水 

曜 

日             

館内設備が新しくなりました！ 

 
◎８月の休館日 
   １日(月)  ８日(月） １５日(月) 

  ２２日(月) ２９日(月）   
  
＊月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 

スター休館日のお知らせ！ 

 
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

我が家の問題        奥田
お く だ

 英朗
ひ で お

／著 
奔（はし）る合戦屋      北沢

き た ざ わ

 秋
しゅう

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 
涼しい暮らしのアイデア帖 アスペクト／編集 
悪党 小沢一郎に仕えて   石川

い し か わ

 知裕
と も ひ ろ

／著 
     

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
おばけのアッチとどきどきドッチ 

               角野
か ど の

 栄子
え い こ

／作 
キャットと奴隷船の少年 

        ジュリア ゴールディング／作 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
ひとりぼっちのガブ  きむら ゆういち／作 
つぎのかたどうぞ      飯野

い い の

 和好
か ず よ し

／作 

寄贈本を随時受付しています！ 

読み終わった本などで不要なものがあ

りましたら、図書館にお持ちください。

寄贈本として受付いたします。  

 なお、寄贈本の取扱いに

つきましては、図書館に一

任させていただきますの

で、ご了承願います。 

図書館の設備を、次のとおり更新いたし

ました。 
 
多目的トイレに、洗浄便座がつきまし

た。どなたでもご利用いただけます。 
女子トイレにベビーベッドを設置いた

しました。 
ă絵本コーナーの

本棚を一部改修

し、使いやすくい

たしました。 
 
赤ちゃんからご高齢の方まで、皆様のご

来館をお待ちしております。 


