
 
オペラ ヘンゼルとグレーテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日 時：９月３日（月）  

    午前１０時開演（６０分） 

場 所：佐呂間小学校体育館 

内 容：第１幕 森の入り口 

    第２幕 お菓子の家 

出 演：岩村悠子（İĝļĝĪĽĵħ:īĻĜļķ役） 
    亀谷康子（ĝĪĽĵħ:ĖļĸĎġķ役） 
    岡崎正治（ġħĎķ:魔女役） 
    片寄ますみ（ĩĽďħ） 
 
この、おとぎ話歌劇は、ドイツ民謡を

取り入れた親しみやすい音楽によって

世界中で上映されている作品です。 

【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。 
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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） 

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。 

夢創「海流座」公演に 

出演してみませんか？ 

米倉先生と 

共演してみませんか？ 

【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。 

ă稽古 

 ９月１０日（月） 

   午後７時から 

 ９月２９日（土） 

   午後５時から 
「二十二夜待ち」一場面 

少年文化劇場開催！ 
～オペラ ヘンゼルとグレテル～ 

毎年、小学生、中学生を対象として行っ

ている少年文化劇場。 

今年の小学生向け企画は「オペラ」。 

普段、生のオペラに触れる機会はあまり

ないのではないでしょうか？ 

一般の方もご覧いただけますので、この

機会にぜひ足をお運びください。 

ヘンゼルとグレーテル

は今日も仲良く野イチ

ゴとり 

うっかり森の奥に迷い

込み 

そこでおかしで出来た

家を見つけました 

でもそこにはこわーい

魔女が…さぁ２人はど

うなるのでしょう 

８ 
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パフ・ファミリーの 

コンサートを楽しみました！ 

佐呂間町子育て講座 

“そば”“海”を開催しました! 

-種まきからそば打ちまで、まるまる体験- 

“ 特上もりもりそば ” 
 

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２回目を７月２１日

（土）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、２１

組５８名が、草取り作業を行いました。 

雨の影響で１週間日程を延ばしたことも

あり、参加された皆さんは予想以上の雑

草の量に驚かれた様子でしたが、自分た

ちが植えたそばの周りの草を親子で、あ

るいは参加者同士で会話しながら、作業

に汗を流しました。 

今後は、収

穫脱穀作業

そして１１

月にはそば

打ちを体験

し自分たち

が育てたそ

ばを味わい

ます。 

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

トを７月１９日（木）に佐呂間保育所で

開催しました。 

当日は、幼児や親子など約２２０名が集

まり、パフă 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、

音楽の楽しさを心と体いっぱいに感じ

とっていた様子でした。 

半日ほどの

講座でした

が、漁師さ

んたちの協

力のおかげ

で、サロマ

の食、魅力

を再発見で

きました。 

テ養殖施設を見学。ぴくぴく動くエビの

様子や、ホタテの成長過程も学習するこ

とができました。また、網おこしや自分

たちでホタテの殻をむきそのまま船上で

パクリ！といった貴重な体験もできまし

た。 

下船後は、採れたての新鮮なエビやホタ

テの浜焼きを美味しくいただきました。 

“ われらは海の子 ” 
-エビăホタテ編- 

 

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ホタテ編～」 

を７月１６日（海の日）に開催し、参加

した小学生の親子など３０名が夏のサロ

マ湖を満喫しました。 

地元の漁師さんの協力のもと、参加者は

３隻の漁船に分乗し、エビかごや、ホタ 
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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 

ルール・マナーを守って 

楽しく泳ぎましょう！ 

これからの季節、プールを利用すること

も多くなると思います。今一度プールを

利用する際のルールを確認して、安全に

楽しく施設を利用しましょう！ 

７月１２日

（木）で前期

のスイミング

スクールが終

了しました。 

ジュニア２級

～エキスパー 

図書館の本や雑誌は、町民みんなの大切

な財産です。本を借りている間は、大事

に扱う責任があります。 

本の取扱いについてのお願い！ 

スイミングスクール前期終了！ 

後期のスイミングスクールは、ジュニア

コース、マスターズコース共に８月２１

日（火）から開始します。 

前期スクールに参加されている方は申込

不要です。参加クラス、曜日を確認の上

ご参加ください。 

なお、ジュニアコースにおいて、進級を

希望される方は、毎週金曜日、午後４時

からの泳力判定会に各自で申込みの上、

進級テストを受けていただ

きますようお願いします。 

後期スイミングスクール 

のお知らせ！ 

トクラスでは、個人メドレー（４泳法）

とターンを中心に練習しました。前期の

最終回では、発泡スチロール製の棒の上

にまたがり、バランスをとるトレーニン

グも実施しました。不安定な棒の上で悪

戦苦闘しながらも楽しくトレーニングで

きたようです。 

後期スクールで個人メドレーの完泳を目

指します。 

〇小さなお子様をお連れ 

 の方は、遊泳中、プー  

 ルサイドや更衣室等に 

 おいて、お子様から目 

      を離さないようお願い 

      します。 

〇プール吸水口（プール槽の底にあ 

 る銀色の四角い蓋）では、体が吸  

 い付く恐れがあります。絶対に近 

 づかないでください。 

〇コースロープ、フロア台（赤い 

 台）の下、小プールの柵は大変危 

 危険です。絶対に近づかないでく 

 ださい。 

〇入水時の飛び込み、プールサイド 

 を走る行為、人に抱きつく行為は 

 大変危険です。おやめください。 

〇その他、監視員の指示には必ず 

 従ってください。 

次のとおり、本を汚したり傷

つけたりしないようにご利用

願います。 



  
◎スターの休館日 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２７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 
 
   ６日(月) １３日(月) ２０日(月) 

  ２７日(月) ３１日(金)  

※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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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          

 8月 7日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    21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 

（※21日のみ運行） 
１４：００～１４：１５ 

 

 8月14日 ※佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    28日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

 
西中央公民館 

（※28日のみ運行） 
１３：５０～１４：１０ 

 

水 

曜 

日               

 8月 8日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    22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 

（※22日のみ運行） 
１５：１５～１５：３０ 

 

 8月29日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

木 

曜 

日             

 8月 9日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    23日 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 

（※23日のみ運行） 
１４：２０～１４：３５ 

 

 8月30日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

     佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

８月の休館日のお知らせ！ 

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。 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

月と雷           角田
か く た

 光代
み つ よ

／著 
冥土めぐり        鹿島田

か し ま だ

 真希
ま き

／著 

短篇五芒星        舞城
まいじょう

 王太郎
お う た ろ う

／著 

 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

腹だけ痩せる技術      植森
うえもり

 美緒
み お

／著 

重力とは何か        大栗
おおぐり

 博司
ひ ろ し

／著 
生協の白石さん 学びと成長    白石

しらいし

 昌則
まさのり

／著 
 

◆◆◆◆児童・青少年向け◆◆◆◆ 
 

占い大研究        板橋
いたばし

 作美
さ く み

／監修 
 
カンナ道のむこうへ    くぼ ひでき／作 

オジロワシ       竹田津
た け た づ

 実
みのる

／文・写真 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 
ゆうれいとどろぼう   くろだ かおる／作 
 
アイスキッズのぼうけん さとう めぐみ／作・絵 
もりのおるすばん      丸山

まるやま

 陽子
よ う こ

／作 

〇本への書き込みはしないでくだ 

 さい。 

〇本を開いたままふせたり、ペー 

 ジを折り込んだりしないでください。 

〇飲食や喫煙をしながらの読書は、本を傷

めるおそれがあります。 

〇小さい子やペットのいる場所に、本を放

置しないでください。 

〇雨や雪などの悪天候の日には、袋などに

本を入れて持ち運びください。 

〇ページはずれなどの軽い傷みは、図書館

で修理できる場合がありますので、ご自

分で修理せずにカウンターへ申し出くだ

さい。 

〇とりのぞくことが難しい汚れがついたと

きや、大きく本を傷めてしまったときな

どは、職員が事情をお聞きいたします。

損傷がひどい場合は、弁償いただくこと

があります。 

 


