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－第３０回サロマ湖 100km ウルトラマラソン－

ご声援・ご協力
　　　      ありがとうございました

６月２８日（日）に、サロマ湖１００km ウル

トラマラソンが開催されました。

当日は、３，８２６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、

１００km の部に１４名、５０ｋｍの部に１５

名がエントリーし、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。

３０回の節目を迎えた今大会は、気温が１３℃

程度とランナーにとっては走りやすいコンディ

ションのなか、全体で８３．９％と過去最高の

完走率となり、ボランティアの皆さんをはじめ、

関係機関のご尽力により、無事大会を終了する

ことができました。

大会運営や選手へのサポートをいただいた多く

の町民の皆さまに、心から感謝申し上げます。

７月７日（火）町民センターで寿大学の授業の

一環として、旭
きょくしょうながや

笑長屋白滝支部・白滝亭くぼ太

氏による落語を鑑賞しました。

オリジナル落語「おれおれ詐欺」では、詐欺師

　　　　　　　　　からの電話に面白おかしく

　　　　　　　　　対応する高齢者の様子に大

　　　　　　　　　笑いしながらも、詐欺の電

　　　　　　　　　話に対応するヒントも学び

　　　　　　　　　ました。　

ー寿大学　落語鑑賞ー

ユーモアで詐欺師を撃退

町内３つの保育所の幼児と、あいあいらんど参

加親子を対象にしたミニコンサートを７月１６

日（木）佐呂間保育所で開催しました。

札幌市の「パフ・ファミリー」による、テレビ

で人気のアニメソングを中心としたステージ

に、子どもたちは、一緒に歌ったり踊ったりし

ながら、心と体いっぱいに音楽を楽しんでいた

様子でした。

ーミニコンサートー

歌って踊って楽しみました！

平成２７年第６回佐呂間町教育委員会を、次の

とおり開催します。

教育委員会開催のお知らせ

◎開催日時：８月２０日（木）

　　　　　    午後３時３０分開会

◎開催場所：町民センター　第１研修室

◎審議内容（予定）

   ・平成２８年度使用小学校及び中学校教科書 

      並びに学校教育法附則第９条の教科書採択

      について

   ・ 平成２６年度佐呂間町教育委員会の活動状

      況に関する点検・評価報告書について

   ・佐呂間町学校給食センター運営委員会委員  

      の委嘱について

   ・ その他

※傍聴を希望される方は、会場入口の傍聴人名

　簿に氏名等を記入の上、入室願います。
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『芸術鑑賞』特集

※いずれも入場無料。問い合わせは社会教育課（２－１２９５）まで。

今年度の少年文化劇場は「演劇」。それぞれ小学校・中学校で開催されますが、一般の方も入場で

きますので、ぜひこの機会に、お楽しみください。

「少年文化劇場」を開催します！ 

  - 小学生対象事業 -

　演劇『くまの子ウーフ』

◎日　時：９月１１日（金）

　　　　　午前１０時３０分～１１時３５分　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）

◎会　場：佐呂間小学校体育館

卵は白身と黄身でできているし、フライパンは

鉄でできている。じゃあ、“ぼく”は何ででき

ているのだろう？

くまの子「ウーフ」は果たして答えを見つける

ことができるのでしょうか？

長年にわたって子どもたちに読み継がれてきた

『くまの子ウーフ』。インターネットで「答え」

を簡単に探し出すこともできるようになった今

だからこそ、ぜひ、観ていただきたい作品です。

  - 中学生対象事業 -

　演劇『ホシコ－星をもつ馬』

◎日  時：９月１４日（月）　

  　　　　午後１時～２時１５分（予定）

◎会  場：佐呂間中学校体育館

昭和１０年頃、オホーツク管内のある村で、額

にくっきり白い星をもったとびっきり美しい馬

が生まれた。名前は「ホシコ」。「ホシコ」と少

年「コウ」は心を通わせ、共に成長できる喜び

を感じながら暮らしていた。だが、時代は日中

戦争から太平洋戦争へ。戦争は二人にも容赦な

く襲いかかる。

童話作家・加藤多一さんが自身の経験を基に描

いた現代民話。切ないけれど、温かい物語です。

ー佐呂間町芸術文化支援事業ー

「札響ミニコンサート  in  佐呂間」

北海道を代表する「札幌交響楽団」が佐呂間（若

佐地区）にやってきます！

チェロ、ヴァイオリン、ヴィオラによるミニコ

ンサート。

楽しいひと時を過ごしましょう。

◆日　　時：８月２１日（金）

　　　　　　午後６時～７時３０分

◆場　　所：若佐コミュニティセンター

◆入  場  料：無料（整理券が必要になります）

　　　　　　※詳しくは下記までお問い合わ

　　　　　　　せください。

◆主　　催：札響ミニコン実行委員会

◆後　　援：北海道新聞北見支社

　　　　　　佐呂間町教育委員会

◆問合せ先：実行委員会代表

　　　　　　２－３８２２（今野）

ー寿大学　音楽鑑賞ー

アンデスの音楽「大地の讃歌」

「コンドルは飛んで行く」などでおなじみの南

米アンデスの音楽。今回は本場ボリビアから来

日している「アカパナ」というグループによる

演奏をお楽しみいただきます。

寿大学の音楽鑑賞事業として開催されますが、

寿大学生以外の一般の方も鑑賞できますので、

ぜひ、足をお運びください。

・日　時：９月９日（水）

　　　　　午前１０時～１１時３０分（予定）

・場　所：町民センター　集会室

※入場無料。問い合わせは社会教育課（２－１

　２９５）まで。
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えほん

　はじめまして　　　　　　　近
こんどう

藤　薫
く み こ

美子／作絵

　デデとひこうき　　　　　　　　中
なかがわ

川　洋
ひろのり

典／作

　いちにちむかしばなし　　ふくべ　あきひろ／作

小説・文芸書

　極悪専用　　　　　　　　　　　大
おおさわ

沢　在
ありまさ

昌／著

　豹変　　　　　　　　　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

　なきむし姫　  　　　  　　　　　　重
しげまつ

松　清
きよし

／著

一般書

　暮らし上手の賢い献立　　　　　　

　トライアスロン完全ＢＯＯＫ　　中
なかじま

島　靖
やすひろ

弘／著

　高校野球１００年史　　　　　　　森
もりおか

岡　浩
ひろし

／著

児童・青少年向け

　ゆいはぼくのおねえちゃん　　朝
あ さ ひ な

比奈　蓉
よ う こ

子／作

　走れ、走って逃げろ　　ウーリー・オルレブ／作

　スプーン王子のぼうけん　　　　竹
たけした

下　文
ふ み こ

子／作

火

曜

日

　８月　４日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１８日 若佐　消防 13：10 ～ 13：30

　　　 若佐コミセン 13：35 ～ 13：55

若佐保育所 14：00 ～ 14：15

（※１８日のみ運行）

　８月１１日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２５日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

（※２５日のみ運行）

水

曜

日

　８月　５日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　１９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 15：15 ～ 15：30

（※１９日のみ運行）

　８月２６日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

　８月　６日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　　　２０日

　８月２７日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

金

曜

日

　８月２１日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　※個人や団体で、あおぞら号の巡回を希望される方は
　　図書館までご連絡ください。

「寄贈本」を随時受付しています

皆さんが読み終わって

不要な本がありました

ら、図書館にお持ちく

ださい。いただいた本

は、「寄贈本」として

受付いたします。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　なお、「寄贈本」の取扱

　　　　　　　　　　いにつきましては、図書

　　　　　　　　　　館に一任させていただき

　　　　　　　　　　ますので、ご理解をお願

　　　　　　　　　　いいたします。

　　　　　　　　　　　　

図書館では、１，４００本を超えるビデオ・Ｄ

ＶＤを視聴覚室で鑑賞することができます。

視聴を希望される方は、視聴したいビデオ・Ｄ

ＶＤのケースをカウンターまでお持ちくださ

い。なお、ビデオ・ＤＶＤは、館外への貸し出

しはできませんのでご了承願います。

新しいＤＶＤが入りました

＜最新の作品＞

　　・ヒックとドラゴン

　　・げんきげんきノンタン

　　・ちいさなプリンセスソフィア

　　・うちの３姉妹　７

　　・かぐや姫の物語

　　・アベンジャーズ　　

　

◎上記以外にも多数の作品が揃っています。

　ぜひ、ご視聴ください。
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ルール・マナーを守り、
楽しくプールを利用しましょう

本格的な水泳シーズンが到来しました。

プールでのルール・マナーを

お守りいただき、安全で楽し

く施設をご利用ください。

８月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
　８月　１日（土）　　８日（土）　１５日（土）

　　　２２日（土）　２９日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館　　

◎スターの休館日
　８月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　２４日（月）　３１日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館　

◎図書館の休館日
　８月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　２４日（月） 　３０日（日）　 ３１日（月）

　※月曜・祝日及び図書整理日（月末）休館

元気マイレージ
「スター」夏のキャンペーン

実施中！

スターにて実施中の「パーソナル指導」の継続

参加や泳いだ距離、走った距離に応じてゲンキ

マイレージの「ボーナスポイント」がもらえる

キャンペーンを実施中です。

この機会にスターで「夏に

負けない体づくり」を始め

ませんか？ 

◎「ボーナスポイント」キャンペーンの詳細は

　スターへお問い合わせください。

①「パーソナル指導」

　　　　　　　ボーナスポイントキャンペーン

★パーソナル指導を８月～１０月まで３か月連

　続で参加すると、１５ポイント進呈いたしま

　す。

★実施期間：８月１日（土）

　　　　　　　～１０月３１日（土）

★対　   象：パーソナル指導受講の方　

　　　　　  ※参加登録不要

②「健康トライアル」

　　　　　　　ボーナスポイントキャンペーン

★参加登録の上、期間中１０回以上施設を利用

　すると５ポイント進呈いたします。

　さらに１０，０００ｍ以上の水中ウォーキン

　グ又は水泳、３００分（５時間）の自転車こ

　ぎ（エアロバイク）、３００分（５時間 ) の

　ウォーキング・ジョギングの実施でそれぞれ

　１５ポイント進呈いたします。

★申込期間：　８月３０日（日）まで

★実施期間：１０月３１日（土）まで

★対　　象：佐呂間町民（１８歳以上）　

　　　　　　※参加登録必要

★定　　員：先着２０名

◎プール利用時は、のどの渇きを感じにくくな

　ります。入水前や休憩中、退水後は十分な水

　分補給をしてください。

◎感染症の疑いがある場合は、症状が無くなる

　までプールの利用をお控えください。

◎入水時の飛び込み、プールサイドで走る行為

　は危険ですのでおやめください。

◎コースロープ、フロア台の下、小プール柵は

　危険ですので近づかないでください。

◎プール吸水口は、体が吸い付く恐れがありま

　すので、近づかないでください。

◎幼児のお子様をお連れの方は、トイレ・採暖

　室・更衣室を含め、プール内は常にお子様と

　一緒に行動し、お子様から目を離さぬようお

　願いいたします。

◎監視員の指示には必ず従ってください。


