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２０１２ 

昭和４８年に設立された佐呂間町寿大学

は今年度で４０周年の節目を迎え、１０

月には４０周年記念公演も予定されてい

ます。そのほかにも、さまざまな分野か

ら講師を招いて、日常生活に役立つ、ま

た生活を豊かにする講演 学習会を、そ 

してクラブ活動も予定しています。 

寿大学では学生を随時募集しています。

町内在住の６５歳以上の方であれば入校

できますので、いつでもお問い合わせく

ださい。 

また、下記の講座については、一般公開

となり、どなたでも聴講することができ

ます。興味のある講座がありましたら、

皆さんお誘いあわせの上、ぜひ町民セン

ターまで足をお運びください。 

※いずれの講座も、町民センターで午前10時15分から行われます。 

４０年目の節目 

 寿大学がスタートしました! 

４月２４日（火）町民センターで寿大学

の入校式が行われ、平成２４年度の寿大

学がスタートしました。 

今年は新

入生７名

を迎え、

１６９名

でスター

トするこ

とになり

ました。 

開 講 日 テ ー マ 講    師 （敬 称 略） 

 5月10日 木 時事問題 北海道新聞北見支社長 橋本 年功  

5月25日 金 交通安全 佐呂間町交通安全対策本部 高橋 亘  

6月 7日 木 介護保険 佐呂間町保健福祉課 

8月21日 火 薬の話 紋別保健所 薬剤師 太田知里 

9月 7日 金 文章教室 文筆家 菊地 慶一 

10月10日 水 40周年記念公演 津軽三味線 高橋 祐次郎 

10月26日 金 笑いヨガ 和みの整体yoga代表 森実 啓子 

11月 9日 金 これからの佐呂間町 佐呂間町長 

11月20日 火 命の行方 西光寺 内藤 学峰 

12月 4日 火 紙芝居 サクラ堂 小笠原 豊 

12月20日 木 医療 遠軽厚生病院医師 

1月16日 水 町議会 佐呂間町議会議長 吉野 正剛 

2月 1日 金 東日本大震災  

2月13日 水 郵便局 佐呂間郵便局長 南保 清美 



○開催期日：６月２４日（日） 
 

 １００㎞の部スタート 午前５時 

  （湧別町総合体育館） 
 

 ５０㎞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 

 付などの業務です。 
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みなさんの学習活動 

をお手伝いします！ 

今年も１００㎞ウルトラマラソンの季節

がやってきました。２７回目を迎える今

年の大会では、５０㎞ １００㎞合わせて

４，０００名を超える参加者を予定して

います。 

実行委員会では、大会の運営をお手伝い

していただけるボランティアスタッフを

募集しています。ボランティアとしてご

協力していただける方は、社会教育課

（２－１２９５）までご連絡ください。 

サロマ湖100Kmウルトラマラソン 

「ボランティア募集」 

『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

し足りない”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

ご活用ください。 

社会教育カレンダーを 

ご利用ください！ 

社会教育行事及び学校行事等を掲載した

『社会教育カレンダー』を下記施設に備

えていますのでご自由にお取りいただい

てご利用ください。 
 

【配置施設】 

教育委員会 町民センター 図書館 

体育館 スター 若佐支所 浜佐呂間  

 出張所 

※カレンダーは、５月現在で予  

 定されている事業を掲載して  

 います。内容 開催日など変 

 更する場合もございますので 

 あらかじめご了承願います。 

学校からのお知らせ 
  
 本年５月１日から 

 「学校敷地内」は 

 「全面禁煙」になります。 
 ご協力をよろしくお願いいたします。 

※カレンダーは、２～３ヶ月毎に更新す  

 る予定です。 

お問い合わせは、社会教育課（２－１２

９５）までお願いします。 

○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 
 
 

 詳しい内容 申し込みは、 

 社会教育課（２－１２９   

 ５）までお問い合わせく 

 ださい。 
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プールだけではもったいない！ 
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水で元気になろう！ 

プール事業申し込み受付中！ 

 
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 

みんなで楽しくスイミング 

プールをご利用の方は、「トレーニング

ルーム」や「ランニングコース」が無料

でご利用いただけます。 

泳ぐ前のウォーミングアップに「自転車

こぎ」や「ストレッチ体操」、負担が少な

く美しい姿勢で泳ぐための「体幹トレー

ニング」など、プールでの運動に陸上での

運動をプラスすることで、運動効果をさ

らに高めることができます。 

ぜひ、プール以外の施設もご活 

用ください。 

北海道立図書館の本を借りるこ

とができます！ 

北海道立図書館のホームページ 

で貸出申込した本を当図書館で 

受け取ることができます。 

手続きに当っては、事前の登録とインタ 

ーネット環境が必要になります。 

詳しくは、北海道立図書館へお問い合わ

せください。 
 

【北海道立図書館ホームページ】 

http://www.library.pref.hokkaido.jp/ 

 
 ★スイミングスクール 

マスターズコース  
 

○実施期間 

５月１５日（火）～１０月２５日（木） 
 
○実施クラス 曜日 

初級クラス 

（水慣れ～クロール２５ｍ）      

毎週火曜日 
 
健康クラス（水中運動） 毎週水曜日 
 
中級クラス（クロール 背泳ぎ 

平泳ぎ バタフライ） 毎週木曜日 
 
○開催時間：午後７時～８時 
 
○対  象：中学生以上（町外可） 
 
○定  員：各クラス１０～１５名      

  （先着順） 

個別でじっくり技術を習得 

 
 ★水泳 水中運動 

       パーソナルレッスン  
 

○期日：１０月２６日（金） 

    までの毎週金曜日 
 
○時間：午後１時から８時  

    までの間のお好きな時間 

    （１回コマ３０分程度） 
 
○対象：プール利用者（町外可） 
 
○内容：水泳の各泳法及び各種水中運動 
 
○定員：１コマにつき１～３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名で申し込みされる方は同等   

  レベル同士で申し込みください。 
 
 ※一人、シーズン中に６回までの予約 

  になります。 
 
 ※申し込み時に、希望の日時とレッス 

  ン内容を申し出ください。 
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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（2-2215）までご連絡ください。 

曜日 巡回日 巡 回 順 路 停 車 時 間 

火 

曜 

日          

 5月 8日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    22日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

 5月 1日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    15日 若佐 消防 １３：１０～１３：３０ 

    29日 若佐コミセン前 １３：３５～１３：５５ 

 若佐保育所 １４：００～１４：１５ 

水 
曜 

日               

 5月 2日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    16日 ※浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    30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 １５：１５～１５：３０ 

 （※2日は運休）  

 5月 9日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

木 

曜 

日             

 5月17日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    31日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

 夢ふうせん １３：２０～１３：４０ 

     浪速 上伊沢宅前 １４：００～１４：１５ 

 浪速 阿部宅前 １４：２０～１４：３５ 

 5月10日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

 5月23日   

 5月24日   

５月の休館日のお知らせ！ 

  
◎町体育館の休館日 
   １日(火)  ４日(金)  ５日(土) 

   ６日(日) １２日(土) １９日(土)  

  ２６日(土) 

※土曜日及び祝日の翌日が休館になります。 
 

◎スターの休館日 
   １日(火)  ４日(金)  ５日(土) 

   ６日(日)  ７日(月) １４日(月) 

  ２１日(月) ２８日(月)  

※月曜日及び祝日の翌日が休館になります。 
 

◎図書館の休館日 
 
   ３日(木)  ４日(金)  ５日(土) 

   ７日(月) １４日(月) ２１日(月) 

  ２８日(月) ３１日(木) 
 
※月曜日 祝日及び図書整理日が休館になりま

す。 

図書館では、１，４００本

を超えるビデオ ＤＶＤを視

聴覚室で閲覧できます。希

望される方は、ケースをお

持ちの上、カウンターへお

申し出ください。 

なお、これらの作品は、館外への貸出を

不可とさせていただきます。 
 

<最新の作品> 
仮面ライダーオーズ＆ダブル 

トムとジェリー 

プリキュアオールスターズＤＸ３ 

借りぐらしのアリエッティ 

ハリー ポッターと死の秘宝１ など 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

猫色ケミストリー      喜多
き た

 喜久
よしひさ

／著 
 

かすてぃら        さだ まさし／著 

最悪のはじまりは、      塔山
とうやま

 郁
かおる

／著 

 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 
大学図鑑！２０１３ オバタ カズユキ／監修 

料理の基本ABC        光塩学園
こうえん が く え ん

／編 
バカに見える日本語     樋口

ひ ぐ ち

 裕一
ゆういち

／著 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
ジョン カーター スチュアート ムーア／作 
ねえ、おはなしきかせて    原

はら

 京子
きょうこ

／作 
 

けんかにかんぱい！     宮川
みやがわ

 ひろ／作 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

ミチクサ         田中
た な か

 てるみ／作 
かばん           新井

あ ら い

 洋行
ひろゆき

／作 

れおくんのへんなかお   長谷川
は せ が わ

 集平
しゅうへい

／作 

ビデオ・ＤＶＤを 

視聴覚室で閲覧できます！ 


