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２０１２ 

４，０００名を超すランナーが、雄

大なサロマ湖を駆け抜けました! 

６月２４日（日）にサロマ湖１００㎞ウ

ルトラマラソンを開催しました。今年で

２７回目を迎えた大会には、約３，７０

０名のランナーが雄大なサロマ湖を駆け

抜けました。 

佐呂間町からは、１００㎞の部に１６名 

５０ｋｍの部に１３名の選手が出場し、

沿道からの温かい声援を受けながら、自

らの限界に挑戦しました。 

この大会は、たくさんのボランティアの

方々のご協力により運営しています。今

年も、自治会や企業、団体など多くの町

民の方々にご協力いただきました。 

また、中学生、高校生の皆さんには、各

関門で一生懸命に選手への声援やサポー

トを行ってくれました。 

ご協力いただきました皆さまに、事務局

一同心から感謝申し上げます。 

７ 

夢創「海流座」公演に 

出演してみませんか？ 

夢創（佐呂間町芸術文

化事業企画委員会）主

催の米倉斉加年
よ ね く ら ま さ か ね

「海流

座」公演が開催されま

す。この公演の中で佐

呂間町民エキストラを

大募集しています。 

米倉先生と 

共演してみませんか？ 

【海流座公演】 
 

日 時：９月３０日（日）午後７時開演 

場 所：町民センター集会室 

内 容：演劇（２部構成） 

「父帰る」菊地寛作 米倉斉加年演出 
近代日本劇の草分けの作品。家庭の成立、個人の自

我の確立の芽がこの作品に見えます。現代の家庭の

問題と、父親の存在の問題がここにはあります。 
 

「二十二夜待ち」木下順ニ作 米倉斉加年演出 
人をだまさず、金をごまかさず、正直なのを、世間

は馬鹿にする。心の美しいことは他人に劣ることな

のか。現実の社会の市民を描いた現代劇です。 

【町民エキストラ募集！】 
 

上記２部作品のうち、「二十二夜待ち」の

村民として出演者を募集します。 

募集人数：２０名程度 

対  象  者：高校生以上 
募集条件：稽古に参加できること。 

ă１回目稽古 

  ９月１０日（月） 

    午後７時から 

ă２回目稽古 

  ９月２９日（土） 

    午後５時から 

※村民役エキストラですが、希望により、  

 セリフがあたる場合もあります。 

出演申込みăお問合せ： 

 夢創事務局 下元（090-9431-1743） 
 社会教育課（2-1295） 

「二十二夜待ち」一場面 



“ われらは海の子 ”-エビăほたて編- 
 

日 時：７月１６日（月）海の日 

    午前７時～１０時 

場 所：サロマ湖（集合 富武士漁港） 
対 象：小学生、中学生、高校生 

    とその保護者 

    ※小学４年生以上は子どもだけ 

    で参加できます。 

協 力：佐呂間漁業協同組合青年部 

    指導漁業士、青年漁業士、漁師 

参加費：１人５００円程度（食材費） 

持ち物：濡れてもよい服装、長靴、軍手 

    飲み物 

申込み：社会教育課（２－１２９５）ま 

    でお電話ください。 

    ※７月１１日締め切り 
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佐呂間町子育て講座 

「われらは海の子」開講！ 

家庭教育推進会議主催の「子育て講座」

の第２段「われらは海の子～エビăほた 

て編～」を開講します。 

今年も船に乗って、サロマ湖の様子、ほ

たてのヒミツ、エビの不思議にせまりま

す。地域を知り、地域の味を楽しみまし 

ょう！ 

佐呂間町女性連絡会議 

活動ニュース！ 

佐呂間町子育て講座 

「そば」の種まきをしました! 

家庭教育推進会議主催の「子育て講座」

の第１段「特上もりもりそば」の第１回

目を６月９日に開催しました。この講座

は、そばを題材に、体験しながら地域の

食を学び、味わうものです。 

この日は、西富の町民健康菜園で、２２

組６４名が、網走農業改良普及センター

の田中普及員とＪＡサロマ農産部職員の

指導のもと、種まき作業を行いました。

割り当てられた区画に、農具を使って溝

を掘り、種をまき、土をかぶせて踏む作

業を体験しましたが、小さな子どもにと 
っては難しい作業も親子で協力しながら

頑張って種をまきました。 

今後は、草取

り、収穫、脱

穀作業、そし

て最後にそば

打ちを体験し

自分たちが育

てたそばを味

わいます。 

佐呂間町女性連絡

会議のボランティ

ア活動として、６

月１６日（土）に

サロマ湖ゴミ０運 

動に約３０名の会員が参加し、キムアネ 

ップ周辺のゴミ拾いを行いました。 

この活動は、サロマ湖地域１市２町にて

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、空き缶や漂着

物などを拾い集め、サロマ湖の環境保全

に協力しました。 

姉妹校から短期留学生 

が来町しました! 

６月２１日から７月２日までの２週間、

佐呂間中学校の姉妹校であるパーマ中学

校から４名、佐呂間高校の姉妹校である

パーマ高校から３名の生徒がそれぞれの

学校を訪れました。 

一行は、各学校の生徒宅でホームステイ 

しながら、授

業参観のほか

各小学校訪問

座禅、茶道な

ど、日本の文

化を体験しま

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 

夏休み中にクイズ大会を開催します。

ぜひご参加ください！ 
 

日 程：７月２５日（水）、２７日（金） 

    ２９日（日）、８月１日（水）、 

    ３日（金）、５日（日） 計６回 

図書館クイズ大会のお知らせ！ 

町長杯ソフトボール大会の 

開催について！ 

第６回町長杯ソフトボール大

会が開催されます。出場希望

チーム、または詳細を知りた

い方は、大会事務局までお問

い合わせください。 
 

日 時：８月１９日（日） 

場 所：総合グラウンドソフトボール場 

チーム：地域単位で編成（年齢枠あり） 

    ２０代：３名、３０代：３名、 

    ４０代：２名、５０代：１名 

    ※各年代の繰り下げは認める 

申込み：８月１日までに事務局まで申込み   

    願います。 

問合せ：大会事務局 志賀克浩 

         （090－1645－9517） 

「夏休み短期水泳教室」 

参加者募集のお知らせ！ 

小学生を対象とした「夏休み短期水泳教

室」を開催します。 

“４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！” 

なお、今年度は、スイミングスクール生

以外の対象となります。あらかじめご了

承ください。 

日 程：７月３１日 (火)～８月３日 (金) 

時 間：  Ａコース 午後１時３０分～ 

        ２時３０分 

Ｂコース 午後３時～４時 

 ※コース指定は承れません   

  のでご了承ください。 

定 員：なし 

内 容：クロールの息継ぎ習得を目指しま 

    す。 

対 象：町内小学生（平成２４年度スター 

    スイミングスクール生以外） 

料 金：プール使用料（１回１００円） 

申込み：７月６日（金）午前１０時から７ 

    月８日（日）午後５時までの間に 

    申込みください。 

ちびっこスイミング 

参加者募集のお知らせ！ 

来年度（平成２５年度）新１年生になる

お子さんを対象にスイミング教室を開催

します。 

遊びを通じて水に慣れ親しみ、初歩の水

泳とプール利用時のマナーを学びます。 

※保護者の方はロビーまた  

 は２階観覧席にて待機願  

 います。 

日 程：８月７日（火）～９日（木） 

時 間：Ａコース 午後４時３０分～ 

             ５時１５分 

    Ｂコース 午後５時３０分～ 

             ６時１５分 

定 員：各コース１０名（先着順） 

内 容：水遊び及び初歩の水泳技術の習得 

対 象：平成２５年度新１年生 

申込み：７月２１日（土）午前１０時から  

    申込みを開始します。 
時 間：午後１時～３時 

内 容：図書館の本を使って、ク  

    イズの答えをさがします。 

その他：参加無料 



  
◎スターの休館日 
   １日(日)  ２日(月)  ９日(月) 

  １６日(月) １７日(火) ２３日(月) 

  ３０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 
 
   ２日(月)  ９日(月) １６日(月) 

  １７日(火) ２３日(月) ３０日(月) 

  ３１日(火)  

※月曜日ă祝日及び図書整理日が休館になり 

 ます。 
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あおぞら号は、２週間に１度、お住まいの地域を

巡回しています。借りた本は、本館 支所 出張所

のどこに返却してもかまいません。 

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          

 7月 3日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    31日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 
西中央公民館 

（※3日のみ運行） 
１３：５０～１４：１０ 

 

 7月10日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    24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 

（※10日のみ運行） 
１４：００～１４：１５ 

 

水 
曜 

日               

 7月11日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    25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 

（※11日のみ運行） 
１５：１５～１５：３０ 

 

 7月 4日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    18日   

木 

曜 

日             

 7月12日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    26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 

（※12日のみ運行） 
１４：２０～１４：３５ 

 

 7月 5日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    19日   

７月の休館日のお知らせ！ 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

すみれ           青山
あおやま

 七恵
な な え

／著 
暗転            堂場

ど う ば

 瞬一
しゅんいち

／著 

光             道尾
み ち お

 秀介
しゅうすけ

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

杏のふむふむ            杏
あん

／著 

別海から来た女       佐野
さ の

 眞一
しんいち

／著 

ケチャップレシピ     庄司
しょうじ

 いずみ／著 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 
ルルとララのしらたまデザート 

           あんびる やすこ／作 
スーパーヒーロー超百科    講談社

こうだ ん し ゃ

／編集 
 
夜明けの落語      みうら かれん／作 
  

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
おいもさんがね…   とよた かずひこ／作 
こおり           前野

ま え の

 紀一
のりかず

／文 

おとうさんのかさ      三浦
み う ら

 太郎
た ろ う

／作 

利用制限のお知らせ 

■町体育館 

利用制限：６月１６日から１１月２０日ま

で全館閉館とさせていただきます。 

■町民センター 

利用制限：６月１０日から８月１５日まで

集会室・控室・調理研修室・ロビーが使用

できません。 

夏休みのお楽しみ！人気

作品を用意しての映画上

映会を開催します。 

親子揃っての来場をお待

ちしています。 

図書館映画上映会のお知らせ！ 

日 時：７月２８日（土） 

    午後１時３０分から 

場 所：児童館 プレイルーム 

作 品：劇場版アニメ 忍たま乱太郎 

    忍術学園全員出動！の段 (７８分) 


