
あなたの「まなび」のお手伝い！  生涯学習インフォメーション ℡２－１２９５ 

 発 行：佐呂間町教育委員会     №２６０  

 社会教育課:TEL(01587)2-1295/FAX(01587)2-1131 
           e-mail:samanabi@town.saroma.hokkaido.jp 

 武道館･温水プール｢STAR｣:TEL(01587)2-2261/FAX(01587)2-1461 

 図 書 館:TEL(01587)2-2215/FAX(01587)2-2632 
                        e-mail:tosho@town.saroma.hokkaido.jp 

編 集：佐呂間町教育委員会社会教育課 
 〒093-0592 北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1 

２０１２ 
 

☆スポーツ奨励賞受賞者(個人の部)☆ 

受賞者 学校名 種目 

鎌田 聖恋 浜小３年 一輪車（３０ｍ走） 

住吉 美波 浜小５年 陸上（ボール投） 

鎌田 麗音 浜小６年 一輪車（３０ｍ走） 

住吉  明 浜小６年 陸上（ボール投） 

青野ひかり 若小６年 陸上（８０ｍハ―ドル） 

高瀬 大知 若小６年 剣道 

池田 有寿 佐中１年 一輪車（６０ｍ走） 

海辺菜々美 佐中２年 バドミントン 

齊藤 三佳 佐中２年 バドミントン 

川村 諒太 佐中３年 バドミントン 

加藤 涼太 佐中３年 バドミントン 

鎌野 稜子 佐中３年 卓球 

☆スポーツ奨励賞受賞者(団体の部)☆ 

受賞団体   

佐呂間中学校ソフトボール部  

佐呂間高等学校ソフトボール部  

平成２４年度 

スポーツ表彰受賞者！ 

平成２４年度佐呂間町スポーツ表彰式を

１０月８日「体育の日」に武道館・温水

プールで行いました。 

式では、スポーツの振興に寄与し、それ

ぞれの競技で優秀な成績を収めた個人１

２名と２団体が表彰を受けました。 

親善大使として大活躍！ 

高校生・中学生が姉妹校を訪問 

佐呂間高校生１名（浜佐呂間 阿部千晴

さん）、佐呂間中学生３名（西富 福岡

蓮也さん、西富 海辺菜々美さん、宮前

町 土本紗雪さん）と引率２名（佐呂間

中学校英語教諭、町職員）の姉妹校訪問

団が９月９日から２２日まで、それぞれ

の姉妹校であるパーマ高校及びパーマ中

学校へ短期留学を行いました。 

氷河ハイキング体験 

パーマ高校授業参加 

パーマ中学校授業参加 

パーマ市滞在

中、一行は、

ホームステイ

をしながら姉

妹校での授業

参加のほか、

市役所表敬訪 

問、氷河ハイキング、ローカルラジオへ

の生出演などの日程をこなしました。 

また、自分で研究

したこと（学校紹

介や日本の食べ物

など）を英語で発

表したり「みかぐ

ら」踊りを披露す

るなど、佐呂間の

親善大使として大

活躍し、最後は、

パーマ市名誉市民

の称号をいただ

き、帰国の途につ

きました。 
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佐呂間町教育講演会 

「子どもの発達とメディア」 

日 時：１２月２日（日）午前１０時～ 

毎年、町ＰＴＡ連合会と共催で実施して

います教育講演会を開催します。 

今年は、講師に旭川赤十字病院第一小児

科部長の諏訪清隆氏をお迎えし、「子ど

もの発達とメディア」と題した講演を行 

っていただきます。 

今、子どもたちの周りには数々の電子メ

ディアがあふれています。とても便利で

役立つものですが、使い方によっては子

どもたちに悪影響をもたらしてしまいま

す。私たち大人が十分な知識を持ちリス

クを理解し、子どもたちとメディアの接

触に向き合わなければなりません。 

この機会に、子どもたちへのメディアが

与えるリスクを考えてみませんか？ 

皆さんのご来場をお待ちしています。 

「子どもの発達とメディア」 

～リスクから子どもを守る～ 

町民講座「からだ工房」を 

開催します！ 

屋外体育施設の 

利用終了について 

１１月１１日（日）をもちまして、屋外

体育施設の利用を終了させていただきま

す。ご利用ありがとうございました。 

来シーズンもたくさんの方のご利用をお

待ちしております。 

＜利用終了施設＞ 

・総合グラウンド ・パークゴルフ場 

・ゲートボール場 

・多目的広場 ・テニスコート 

この季節、気軽に楽しめるヨガ体験を通

して、健康に関する知識を学び、元気な

「からだ」づくりを目指しませんか？ 

日 時：１１月２０日、２７日、 

    １２月４日、１１日（火）全４回 

    午後７時～８時３０分 

場 所：武道館・温水プール 

対 象：成人一般（町民） 

内 容：ヨガ体験 

    （ルーシーダットン＋バレトン） 

参加料：参加料は無料ですが、施設使用料 

    （１００円）が必要となります。 

申込み：１１月１２日までに社会教育課 

    （２―１２９５）または、スター 

    （２―２２６１）へお申込みくだ 

    さい。 

遠軽ブロック子ども会 

ミニバレー大会のお知らせ！ 

遠軽ブロック子ども会育成連絡協議会主

催の「ミニバレー大会」が佐呂間町で開

催されます。佐呂間町、遠軽町、湧別町

の子ども会に加入している小学４年生か

ら６年生がミニバレーを通じて交流を図

ります。 

皆さんの参加をお待ちしています。 

日 時：１２月１６日（日）午前１０時～ 

場 所：佐呂間町体育館 

対 象：子ども会に加入している小学４年   

    生から６年生 

講 師：諏訪 清隆 氏 

    旭川赤十字病院第 

    一小児科部長 

入場料：無料 

※託児希望者は、１１月２ 

 ７日までに社会教育課 

 （２-１２９５）まで連 

 絡願います。 

参加料：無料 

申込み：各地区の子ども会育成 

    会に申込みください。 

問合せ：社会教育課 

    （２―１２９５） 



あなたの「まなび」のお手伝い！  生涯学習インフォメーション ℡２－１２９５ 

教育委員会だより「夢通信」 2012年11月号 №260 

 
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 

１０月１６日から１８日のスイミングス

クールジュニアコース内にて日本水泳連

盟認定の泳力検定会を実施しました。４

級クラスからエキスパートクラスまでの

３６名が受検し１４名が合格しました。 

検定会ではいつもとは尐し違う雰囲気の 

スポーツの秋を満喫しました！ 

「初心者教室」申込み受付中！ 

日本水泳連盟認定泳力検定会を

開催しました！ 

レッチルーム」を開放しています。機械

を使った筋力運動や有酸素運動、ランニ

ングコースでのウォーキング、ジョギン

グなどで「健康」を取り戻しませんか？

初めての方でも安心な「初心者教室」を

随時受け付けています。教室では、効果 

町のスポーツ推進委員が中心となり企画

運営している事業「第１６回スターまつ

り」が１０月８日体育の日に開催され、

多くの来場者で賑わいました。 

当日は、スポーツ表彰式、小学生を対象

とした体力測定会、水中ゲーム、成人対

象のフィットネスプログラム体験会とい 

ったスポーツ事業をはじめ、幼児も楽し 

せいか、１００％

の力を出し切れな

かった受検者もい

たようですが、み

んな基準タイムに

向かって精一杯泳

ぎました。 

的で正しいトレ 

ーニング方法を

分りやすく指導

します。どうぞ

お気軽にお申込

みください。 

平成２３年度ブックスタート 

参加者アンケート集計結果！ 

１０年後の「健康」を今つくりませんか？ 
 

スターでは、冬期間も「トレーニング

ルーム」「ランニングコース」「スト 

 
〇絵本をもらえて嬉しかったです。 

〇もらった本は大好きでいつも見ています。 

 ぐずった時はお兄ちゃんが読んでくれると

喜びます。 

〇まだ小さくて本を読んでもらうって感じで

はなかった。 

〇ブックスタートでもらう絵本はなるべくや

ぶれない厚いものが良いと思います。 

〇絵本を読んであげるときの声は自然と優し  

 い声になるから子どもは安心する。という  

 お話を聞いて本を読む回数を増やそうと思 

 いました。 

＜ブックスタートを受けての感想＞ 

９～１０ヶ月乳幼児健診の際に絵本をプ

レゼントする「ブックスタート」事業の

昨年度対象者の皆さんに、アンケートを

お願いいたしました。皆さんからいただ

いた意見の一部を掲載させていただきま

す。ご協力ありがとうございました。 

・対象世帯４３件 ・回収数２１件 

める絵本の読

み聞かせや縁

日コーナーな

ど、スターで

１日楽しく過

ごしました。 



  
◎スターの休館日 

   ４日(日)  ５日(月) １２日(月) 

  １９日(月) ２４日(土) ２６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 
 
   ５日(月) １２日(月) １９日(月) 

  ２３日(金) ２６日(月) ３０日(金) 

※３日(土)は特別開館します。  

※月曜日･祝日及び図書整理日が休館になり 

 ます。 

 

◎町体育館 
 
 ６月１６日から１１月３０日まで 

 改修工事のため全館閉館とさせて 

 いただきます。 
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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          

11月 6日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    20日     宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

         西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

11月13日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

    27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 １４：００～１４：１５ 

水 
曜 
日               

11月 7日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    21日   

11月14日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

    28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 

木 

曜 

日               

11月 1日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    15日 佐呂間中学校 １２：４５～１３：０５ 

    29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 １４：２０～１４：３５ 

11月 8日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

    22日   

金
曜
日 

11月16日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

    30日   

   

１１月の休館日のお知らせ！ 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

 

・体育館の殺人        青崎
あ お さ き

 有吾
ゆ う ご

／著 

・空の拳           角田
か く た

 光代
み つ よ

／著 

 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 
 

・覚悟            栗山
く り や ま

 英樹
ひ で き

／著 

・ことば点描       外山
と や ま

 滋比古
し げ ひ こ

／監修 

 

◆◆◆◆児童・青尐年向け◆◆◆◆ 
 

・ありがとう３組       乙武
お と た け

 洋匡
ひ ろ た だ

／作 

・ふしぎな深海魚図鑑    北村
き た む ら

 雄一
ゆ う い ち

／絵文 

 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
 

・そらのたび        工藤
く ど う

 ノリコ／作 
 

・おしりたんてい        トロル／作絵 

『絵本とこども・いのちがうまれる』 
 

講 師：長野ヒデ子氏（絵本作家） 

日 時：１１月２５日（日） 

    午後２時３０分～４時 

場 所：図書館 絵本コーナー 

対 象：小学生以上（幼児は保護者同  

    伴）５０名程度 

参加費：無料 

参加申込みのお問合せは、図

書館（２―２２１５）まで 

＜長野ヒデ子（ながのひでこ）＞ 

代表作「とうさんかあさん」、「おかあさ

んがおかあさんになった日」、「せとうち

たいこさん・デパートいきタイ」など 

図書館講演会のお知らせ！ 

「せとうちたいこさん」シリーズで知ら

れる、絵本作家の長野ヒデ子氏がやって

きます！紙芝居の読み聞かせを交えた、

幼児から大人まで楽しめる講演会です。 

皆さんの来館をお待ちしています。 


