
　
- 佐呂間町子育て講座 -

みんなで「福神漬け作り」に
チャレンジ！

１０月３１日（土）町民センターで、佐呂間町

子育て講座「みんなで作ろう秘伝の味～福神漬

け教室～」を開催し、４７名の参加者が福神漬

け作りに挑戦しました。

福神漬けというと、最近はお店で買う印象があ

るかもしれませんが、今回の講座では町内在住

の山崎信子さんを講師としてお招きして、参加

者が漬け汁作りから野菜の皮剥き、包丁で細か

く切り、切った野菜を袋に入れて漬け汁に馴染

ませる作業まで、自分達で行いました。

山崎さんに教えてもらいながら、また、参加者

同士で協力し合いながら、わきあいあいと楽し

い雰囲気で作業が進められました。

最後には、山崎さんが予め漬けてくださった漬

物とおにぎりをみんなで美味しくいただきまし

た。

【参加者からの感想（一部抜粋）】

＜大　人＞

・子どもが思ったより上手に根気よく包丁を使っ

   ていたのでびっくりしました。おいしいおつけ

   もので、家でも作ってみたいです。

・普段見ることのない子供の成長に気づきました  

   苦手だと思っていた食材もおいしいと喜んで食 

   べていたので、家でも作りたいです。

・子どもと一緒に参加できて、同じ作業をすると

   いうのがよかったと思います。福神漬けを作る 

   ことがなかったので、知ることができてよかっ

   たです。

。

＜小学生＞

・つけだれを、さとうとしょうゆだけで、つくっ

   たのを学びました。（１年生・女）

・福神漬けを作る時に、いろんな野菜を作ってで

   きるのを学んだ。（３年生・女）

・楽しかった。今度みんなでやってみたいと思っ

   た。家族でやってみたいと思った（５年生・男）

・楽しかった！にんじんや大根の切り方がよーく

   わかった。（５年生・女）

・いろいろな種類の福神漬けがあるんだなと思い

   ました。お家でもやってみたいと思いました。

   （６年生・男）

１１月１７日（火）に浜佐呂間小学校３・４年

生９名が、佐呂間の歴史を学習する一環として

開拓資料館の見学に訪れました。児童たちは展

示されている資料や道具を興味深く見たり、年

表を見ながら１２０年前初めて佐呂間町で生活

を始めた鈴木甚五郎のことや入植に関すること

等、分からないことを積極的に質問し、佐呂間

の歴史への理解を深めていました。

浜佐呂間小学校３・４年生が
開拓資料館を見学しました
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１１月１５日（日）町民センターで、ミュージッ

クフェスティバル vol. ２６を開催し、８団体

約１００名が出演しました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、観客を合わ

せ約２１０名が、歌や器楽、吹奏楽等の様々な

音楽を楽しみ、最後には会場全体でビリーブを

合唱しました。

ーミュージックフェスティバル vol.26 －

佐呂間の音楽を楽しみました！

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、ウィ

ンター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。

ちびっこスキー教室のお知らせ

１１月１２日（木）町民センターで、（株）北

海道フットボールクラブ（コンサドーレ札幌運

営会社）代表取締役社長として活躍されてい

る野々村 芳和氏による講演会を開催しました。

コンサドーレ札幌の歴史や、チーム運営・経営

等を中心にコンサドーレ札幌に対する熱い想い

を語っていただきました。講演後の質問コー

ナーでは「プレー中に失敗した時の気持ちの切

り替え方は」「サッカーをやってきて良かった

と思うことは」等、会場から多くの質問が寄せ

られていました。また、同日ホワイトドームで

はサッカー教室も開催。中高生が、コンサドー

レ札幌のコーチによる指導を受けました。子ど

も達は楽しみながらもサッカーに大切な要素を

学ぶことができたようです。

ー 教育講演会・サッカー教室 ー

プロの話を聞きプロの技を学びまし

日　程：１月　９日（土）、１月１６日 ( 土）、

　　　　１月２３日（土）　全３回

時　間：午後１時～２時３０分

場　所：町営スキー場

対　象：平成２１年４月２日から平成２２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２８年度就学児）

　　　　※保護者同伴が条件になります。

申込み：１２月７日（月）～１１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）へお申し込みください。

主　催：佐呂間町教育委員会

協　力：佐呂間町スキー協会

「あなたの思い聞かせてください！」をタイト

ルに、大人と高校生が様々なことを語り合いま

す。昼食も用意しておりますので参加ご希望の

方は、ぜひお申し込みください。

第１７回
「サロマでしゃべろ場」
                             を開催します！

　実施日：１２月６日（日）

　　　　　１２時３０分～１６時３０分

　場　所：町民センター

　申込先：０９０- ９５１３- ８１８０（眞如）

　　　　　２- １２９５（社会教育課）

　主　催：しゃべろ場実行委員会

た
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えほん

　ひともじ絵本　　　　こんどう　りょうへい／作

　まくらちゃんです。　　とよた　かずひこ／作絵

　おとうさんぼくね…　　　　長
は せ が わ

谷川　義
よしふみ

史／作絵

小説・文芸書

　大脱走　　　　　　　　　  　　　  荒
あ ら き

木　源
げん

／著

　下町ロケット ２　   　　　　　　池
い け い ど

井戸　潤
じゅん

／著

　明治・金色キタン　　　　　　　　畠
はたけなか

中　恵
めぐみ

／著

児童・青少年向け

　子犬工場　　　　　　　　　　　大
おおたけ

岳　美
み ほ

帆／著

　１４歳からの宇宙論　　　　　　佐
さ と う

藤　勝
かつひこ

彦／著

　つくしちゃんとすぎなさん　　まはら　三
み と

桃／作

一般書

　おひとりさまの最期　　　　　上
う え の

野　千
ち づ こ

鶴子／著

　蛭子の論語　　　　　　　　　　蛭
え び す

子　能
よしかず

収／著

　人生下り坂最高！　　　　　　　火
ひ の

野　正
しょうへい

平／著

火

曜

日

１２月　１日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１５日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

　　　２９日 西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

※１日・１５日のみ

１２月　８日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２２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　２日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　１６日

１２月　９日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　 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

木

曜

日

１２月　３日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１７日

１２月１０日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　２４日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

※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。

佐呂間町では、成人式の会場で新成人に１冊の

本を贈る「２０歳の２０冊」事業を実施してい

ます。図書館では、佐呂間町「２０歳の２０冊」

選定委員会が選んだ今年度の２０冊を展示して

います。ブックリストとともにご覧ください。

「２０歳の２０冊」を
知っていますか

さまざまな種類の色を使った工作教室を開催し

ます。ぜひご参加ください。

冬休み工作教室「色で遊ぼう！」

◆日程・内容

１月　６日（水）・１３日（水）：カラフル書道

　　　７日（木）・１４日（木）：セロファン

　　　　　　　　　　　　　　　万華鏡

　　　８日（金）・１５日（金）：虹色アート

　　　　　　　　　　　　　　　ブックカバー

◆時　間：①午前１０時３０分から　

　　　　　②午後１時から

◆参加費：無　料

ハローワーク遠軽のご協力で、オホーツクエリ

アの求人情報の掲示コーナーを、図書館会議室

内に設置しましたので、ご活用ください。

求人についてのお問い合わせは、ハローワーク

遠軽（０１５８ー４２ー２７７９）までお願い

します。また図書館には、就職活動をするにあ

たって役に立つ本 （履歴書の書き方、面接時の

マナーなど…）もありますので、お探しの際に

は、気軽にお声がけください。

ハローワークコーナーを
設置しました
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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」をスターで開催致します。

小学生の運動能力向上を目的とした「子供運動

教室」や高齢者向けの「頭と体の活性化プログ

ラム」等を予定しております。

詳しくは夢通信 1月号をご覧になるか、スター

までお問い合わせ下さい。

冬の“運動”が
春以降の“カラダ”をつくる

１０月３０日（金）スターで日本水泳連盟認定

「泳力検定会」が開催されました。

この検定会は全国共通の年齢別判定基準に基づ

き、日本水泳連盟公認の指導員が判定を行うも

ので、今回は小学１年生からベテランスイマー

まで１１名の受験者がそれぞれの基準タイム突

破を目指し検定に挑みました。

わずか１秒基準タイムに届かず涙を呑む受験者

もいましたが、検定終了後には検定員にフォー

ムの改善点について質問するなど、受験者達に

は早くも次の目標が見えてきたようです。来

シーズンもまた、ぜひチャレンジしてください。

ー泳力検定会ー

緊張の中、全力で泳ぎ切りました

１２月及び年末年始の休館日
◎町体育館の休館日
１２月　５日（土）　１２日（土）　１９日（土）

　　　２４日（木）　２６日（土）　

　年末年始の休館日

　１２月２９日（火）～１月５日（火）

◎スターの休館日
１２月　７日（月）　１４日（月）　２１日（月）

　　　２４日（木）　２８日（月）　　

　年末年始の休館日

　１２月３０日（水）～１月６日（水）

◎図書館の休館日
１２月　７日（月）　１４日（月）　２１日（月）

　　　２３日（水）　２８日（月）　

　年末年始の休館日

　１２月３０日（水）～１月５日（火）

◎町民センター年末年始の休館日
　１２月２９日（火）～１月５日（火）

あなたの体脂肪が増える原因は果たして本当に

食べ過ぎなのか？答えは食べ過ぎではありませ

ん。大好評のパーソナル指導では２０年のキャ

リアを持つパーソナルトレーナーが効果的なト

レーニング指導と合わせて、食事や生活面での

アドバイスも行い、あなたにとって最適な方法

で理想のカラダを作っていきます。

この冬、あなたもスターでボディメイキングし

てみませんか？

★実施期間：平成２８年３月３１日（木）まで

　　　　　　の開館日

★実施内容：目的別パーソナル指導

　　　　　・健康維持、増進プログラム　

　　　　　・コンディショニングプログラム

　　　　　・減量プログラム

★対　　象：小学生以上

※詳しくはスターまでお問い合わせください。


