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お手製そばの出来上がり！ 

「特上もりもりそば」講座終了 

家庭教育推進会議主催の子育て講座「特

上もりもりそば」が１１月１０日に終了

しました。 

種まきから、草取り、収穫、脱穀、そば

打ち・試食までの全５回の講座を実施。

町民健康菜園の一部を借り、網走農業改

良普及センター、ＪＡサロマ職員の指導

のもと、２６組７５名がそばの成長を見

守り、秋には１４㎏のそばを収穫、１０ 

㎏のそば粉が出来上がりました。 

 種から育て 

 て５か月。 

 いよいよそ 

 ば作りの日 

 を迎え、町 

 内のそば店 

 主、本田さ

んに指導いただきながら、粉からそば生

地に練り上げ、のし棒を使い薄く広げ、

大きな包丁でのそば切りにチャレンジ。 

そば粉のみでのそば作りに悪戦苦闘しな

がらも、参加者同士で協力し合いながら

作り上げ、自分たちで育てたそばの味を

堪能しました。 

親子一緒に、佐呂間でとれる農作物（そ

ば）を栽培し、食べるまでの体験をする

ことで、地域の食、食べ物の大切さ、家

族のふれあ 

いなどにつ 

いて、学ぶ 

機会になっ 

たことと思 

います。 

国語の講座風景 

道立佐呂間高校の先生が学校を開放し、

住民を対象に楽しい授業を行う「開放講

座」が１０月から開かれ、１１月１３日

に全ての講座が終了しました。 

今年は、国語（漢詩）・数学（何でも相

談）・英語（ゲーム）・体育（ミニバレ 

ー）・パソコン（エクセル）に関する５ 

            科目の授業が 

            開かれ、高校 

            生に戻った気 

            分で２０代か 

            ら７０代まで 

            の４５名が受 

            講しました。 

            「授業」と聞 

くと身構えがちですが、この開放講座は 

指されて困ったり、宿題もなく、分から

ない人でも気軽に参加できるため、そこ

が人気の一つになっていると思います。 

各講座の最終日は「もうお仕舞いか、も

う尐し続けたい」など、名残り惜しそう

な声も聞かれました。来年も実施予定で

すので、今年 

参加できなか 

った方は、ぜ 

ひ来年、高校 

生気分に浸り 

参加してみて 

はいかがです

か？ パソコンの講座風景 

リフレッシュしました！ 

佐呂間高校開放講座終了 
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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 

「ワンポイント指導」のご案内 
 

冬期間は、運動不足になりやすい季節。

健康のために運動を始めたいとお考えの

方も多いのではないでしょうか？ 

しかし、著しく佒力が低下していたり、

腰や肩に違和感を抱えた状態で急激な運

動を行うと、心臓に大きな負担をかけた

り関節を痛めたりする恐れがあります。 

「ワンポイント指導」では、一人ひとり

の目的や佒力に合わせて運動指導を受け

られることはもちろん、違和感の改善や

佒幹の活性化等により運動効果の出やす

いからだをつくることもできます。ワン

ポイント指導により、まずは「からだを

整える」ことから始めてみませんか？ 

１月８日（火）スタート！ 
 

今年も冬期間の運動不足予防に最適な「 

冬期健康プログラム」を開催します。 

今年度は、「女性向け骨盤佒操教室」や 

 
対 象：一般甴女 

時 間：４０～６０分程度 

回 数：１回(１人月２回まで予約可) 

定 員：１～３名 

場 所：スター会議室他 

指 導：健康運動指導士 

内 容：※内容は一例です 

【肩こり改善の場合の流れ】 

 ①カウンセリング 

 ②姿勢チェック、評価 

 ③ストレッチポールを使用した姿勢改 

  善佒操 

 ④胸郭、肩甲骨周りの佒操 

 ⑤佒幹を活性化する佒操 

「子供の運動教室」、「高齢者向けの佒

操教室」などを予定していま 

す。詳しくは、折込チラシを 

ご覧ください。 

今年もたくさんの作品をご応募いただき 

ありがとうございました。 

感想文２１２点、感想画２１３点の作品

の中から、審査により入選者を次のとお

り決定しました。 

〈感想文〉 
小１ 最優秀  夏川 宙夢(浜小) 「コナン」 
 
小２ 最優秀  加藤 光希(浜小) 「あらしのよるに」 

   優 秀  夏川 凪(浜小) 
 
小３ 最優秀  平戸 天(佐小) 「レンタルロボット」 

   優 秀  平戸 理久(若小)・小林 心愛(佐小) 

        鈴木 里歩(佐小) 
 
小４ 最優秀  洞口 竜輝(若小) 「ココロ屋」 

   優 秀  山澤 瑠盛(佐小)・横山 拓海(佐小) 
 
小５ 最優秀  柏尾 奎汰(若小) 

       「イルカのジャンプに夢をのせて」 

   優 秀  住吉 美波(浜小)・太田 紫苑(若小) 
 
小６ 最優秀  福井 理希(佐小) 「遠くへいく川」 

   優 秀  平川 恵理(佐小)・岡本 啓(佐小) 
 
中１ 最優秀  佐野 円香 「サリーの帰る家」 

   優 秀  中嶋 雄樹・山前 翔 
 
中２ 最優秀  佐伯 李花 「ナイチンゲール」 

  優 秀  土本 紗雪・海辺 菜々美 
 
中３ 最優秀  小泉 壮 「くちびるに歌を」 

   優 秀  佐々木 惟邪・齊藤 みほ 

 

〈感想画〉 
小１ 最優秀  豊明 日晴(若小) 

       「ぐるんぱのようちえん」 

   優 秀  野村 治暉(佐小)・早坂 花凛 

運動効果のでやすい 

からだをつくる！ 

冬期健康プログラムが 

はじまります！ 

第２９回 読書感想文・感想画

コンクール 入賞者決定 



 
◎スターの休館日 

   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  ２４日(月) ２５日(火) 

  年末年始の休館日 

 １２月３０日（日）～１月７日（月） 
 

◎図書館の休館日 

   ３日(月) １０日(月) １７日(月) 

  ２３日(日) ２４日(月) 

  年末年始の休館日 

 １２月２９日（土）～１月５日（土） 
 

◎町佒育館の休館日 

   １日(土)  ８日(土) １５日(土) 

  ２２日(土) ２５日(火) 

  年末年始の休館日 

 １２月２９日（土）～１月５日（土） 
 

◎町民センター年末年始の休館日 

 １２月２９日（土）～１月５日（土） 
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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          

12月 4日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

18日 宮前団地 １３：２０～１３：４０ 

         西中央公民館 １３：５０～１４：１０ 

12月11日 佐呂間小学校 １０：１０～１０：３０ 

25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               

12月 5日 浜佐呂間小学校 １２：４０～１３：００ 

19日   

12月12日 ふれあいインサロマ １０：３０～１０：５０ 

26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 

（※12日のみ運行） 

１５：１５～１５：３０ 

 

木 

曜 

日               

12月13日 ※若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

27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 

（※13日のみ運行） 

１４：２０～１４：３５ 

 

12月 6日 若佐小学校 １０：１０～１０：２５ 

20日   

１２月、年末年始の休館日 

冬休み実験教室のお知らせ！ 

  
◆◆◆◆◆小説・文芸◆◆◆◆◆ 

・その場小説       いしい しんじ／著 

・ことり           小川
お が わ

 洋子
よ う こ

／著 

・剣と虹            高殿
た か ど の

 円
まどか

／著 
 

◆◆◆◆◆一 般 書◆◆◆◆◆ 

・夫の終い方、妻の終い方  中村
な か む ら

 メイ子／著 

・悪態採録控          川崎
か わ さ き

 洋
ひろし

／著 

・東電ＯＬ事件      読売新聞社会部
よ み う り し ん ぶ ん し ゃ か い ぶ

／著 
 

◆◆◆◆児童・青尐年向け◆◆◆◆ 

・不思議！！都市伝説４    平川
ひ ら か わ

 陽一
よ う い ち

／編 

・ぼくの嘘          藤野
ふ じ の

 恵美
め ぐ み

／著 
 
・お願い！フェアリー９   みずの まい／作 
 

◆◆◆◆◆え ほ ん◆◆◆◆◆ 
・おかあさんだもの       サトシン／作 
 
・ヤンカのにんぎょうげき  どい かや／作絵 
 
・アンパンマンとザジズゼゾウ 

            やなせ たかし／作絵 

 

 

小２ 最優秀  横山 采奈(佐小) 

       「うさぎちゃんのゆきだるま」 

   優 秀  関東 奈緒子(佐小)・宮下 唯(佐小) 
 
小３ 最優秀  山口 杜基(佐小) 「タロとジロ」 

   優 秀  沖崎 力哉(佐小)・平川 由奈(佐小) 
 
小４ 最優秀  関東 真依子(佐小) 「家なき子」 

   優 秀  松永 佳奈(佐小)・鎌田 彩来(佐小) 
 
小５ 最優秀  石川 陽捺(佐小) 

       「10分で読めるお話五年生  飛ぶゆめ」 

   優 秀  青木 海都(佐小)・大越 隆永(佐小) 

        安田 りおな(佐小) 
 
小６ 最優秀  岡本 啓(佐小) 「ＵＦＯはまだこない」 

   優 秀  宗村 和樹(佐小)・安藤 智隆(佐小) 

        海老名 佑香(佐小) 

冬休み中に実験教室を開催します。 

ぜひご参加ください。 

日 程：１月８日(火)～１１日(金)  

    計４回 

時 間：午後１時～３時 

内 容：冬にちなんだ実験を行います。 

その他：参加無料 
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来年度の就学児を対象とした「スキー教

室」を開催します。初歩のスキー学習を

通して、スポーツに親しんでもらうこと

を目標としています。 

この機会にぜひご参加ください。 

日 時：平成２５年１月１２日～２６日の 

    毎週土曜日（全３回） 

場 所：町営スキー場 

対 象：平成１８年４月２日～平成１９年 

    ４月１日の間に生まれた佐呂間町 

    在住の未就学児（平成２５年度就 

    学児）※保護者同伴が条件 

申込み：１２月１０日(月)～１４日(金)の 

    各日午前８時３０分～午後５時ま  

    でに、社会教育課(２-１２９５)へ 

    お申込みください。 

主 催：佐呂間町教育委員会 

協 力：佐呂間町スキー協会 

町体育館については、６月から改修工事

のため全館閉館とし、利用者の皆さまに

はご迷惑をお掛けしていましたが、１２

月２日（日）から使用できるようになり

ます。使用の際には、団体は、社会教育

課に申請し、個人については、体育館で

使用料（高校生以下無料）をお支払いく

ださい。 

※体育館内から、ガ 

 ラス越しで見える 

 “キッズルーム” 

 を新設しました。 

小学４年生から６年生対象の「わんぱく

広場」を１１月１７日に開催し、１５名

の参加者がテニスを体験しました。 

当日は、ジュニア用のラケットとボール

を使用し、北見市の日本体育協会公認コ 

ーチの長谷川さんに指導を受けました。

ボールをラケットの上で弾ませる練習か

ら始まり、感覚をつかんできたところで 

サーブ練習やラリーに挑戦。最後には、

コーチとのゲームで好プレーも飛び出す

など、楽しみながら汗を流しました。 

今年で２３回目となるミュージックフェ

スティバルを１１月１８日に町民センタ 

ーで開催しました。小学生から大人まで

９団体１８０名が出演し、器楽、合唱、 

ゴスペル、吹奏楽など日頃の練習成果を

披露しました。 

今年は、佐呂間高等学校吹奏楽局が東日

本大会で演奏した曲を披露し、アニメソ

ングや民謡など各団体が幅広いジャンル

の音楽を奏で、観客を楽しませました。 

フェスティバルの最後には、合同演奏に

よる「ビ

リーブ」

を出演者 

と観客の

みなさん

で合唱し 

ました。 

【出演団体】 

浜佐呂間小学校、若佐小学校、 

佐呂間小学校４年生、Ｐ.Ｐ.Sparrows、

Happy☆Swallows、佐呂間ジュニアブラス、 

佐呂間中学校吹奏楽部、佐呂間高等学校吹

奏楽局、サロマ吹奏楽倶楽部 

初めてのスポーツ！ 

わんぱく広場 テニス体験終了 

スキーにチャレンジ！ 
ちびっこスキー教室を開催します 

ミュージックフェスティバル終了 

様々な音楽を楽しみました！ 

町体育館が 
１２月２日から使用できます！ 


