
　
佐呂間町芸術文化支援事業

のお知らせ

平成２７年４月から始まった「芸術文化支援事

業」をご存知でしょうか。

この事業は、佐呂間町内における芸術文化公演

等の鑑賞機会の充実を図り、また、町民の自主

的な芸術文化活動の活性化を図ることを目的に

実施しているもので、町内で行われる芸術文化

公演（講演）事業に対し、下記の支援を行います。

　
第２回佐呂間町寿大学学園祭

　　　開催のお知らせ

佐呂間町寿大学（高齢者学級）では学生が主体

となって企画・運営をし、日頃の学習成果の発

表と学生同士の交流を行う学園祭を開催しま

す。クラブ発表会は、４つのクラブがステージ

上で歌声やダンスを披露します。作品展示会で

は書道や陶芸、絵手紙などの力作が多数並びま

す。“一般公開”で行われますので、ぜひ皆さ

んも足をお運びください。

＜クラブ発表会＞　　

 ・日　時：２月１９日（金）　

　　　　　  午前１０時３０分～

 ・場　所：町民センター

 ・発表クラブ

　カラオケ、いきいき健康、コーラス、ダンス

＜作品展示会＞

 ・期　間：２月４日（木）～２月１９日（金）

 ・時　間：午前９時～午後７時

　 　　　　 ※４日は午後から展示

                 　　１９日は午後２時３０分まで

 ・場　所：町民センター

 ・展示クラブ：陶芸、お散歩絵手紙、書道

 ・併せて高齢者文化展も開催されます。

佐呂間町芸術文化支援事業

【支援内容】

・事業費の補助

 （対象経費から入場料収入を除いた金額、　  

   上限１５０万円、原則入場料を徴収）

・公共施設使用料免除

・公共施設でのチケット取扱い

 （教育委員会、町民センター、若佐コミセン、   

   浜佐呂間活性化センター）

・町民センター先行予約

・名義後援

【対象事業】

下記の条件を満たすもので、選考委員会が認め

たもの。

・芸術、文化等の公演（講演）事業

  （政治、宗教、営利を目的とするものは対象外）

・町内の団体、実行委員会等が主催する事業

・広く町民を対象とするもの

  （夢通信、新聞折り込み等で周知）

◎皆さんもこの事業を利用して、講演会や芸術 

　鑑賞事業などを企画してみませんか？

　支援事業の詳細、講演・芸術鑑賞の企画、運

　営についての相談などがありましたら、社会

　教育課（２－１２９５）までお問い合わせく

　ださい。

【平成２７年度実施事業（公演）】

＜沢田知可子　サロマコンサート＞

　・会場：町民センター

＜映画『うまれる』上映会＞

　・会場：町民センター

　・昼夜２部上映（同一内容）

＜札響ミニコンサート in 佐呂間＞

　・会場：若佐コミュニティセンター

＜広島原爆被爆体験伝承者による語り部の会＞

　・会場：日本キリスト教会　佐呂間教会

＜ COME BACK LIVE in SAROMA　

　　　　　 澤田正志＆ MFB60 コンサート＞

　・会場：佐呂間コミュニティセンター

　・佐呂間町出身者によるギターの弾き語り
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ー佐呂間町営スキー場ー

ウィンタースポーツで
　　　　      寒さを吹き飛ばそう！

待ちに待った佐呂間町営スキー場がオープンい

たしました。

スキー場ではスキーはもちろんのこと、スノー

ボード・そり滑りなど、幼児から高齢者まで幅

広い年代の方が楽しまれています。

冬場の健康づくりにぜひご利用ください。

皆さんのお越しをお待ちしています。

【営業期間】３月中旬まで

【営業時間】２月　午前１０時～午後９時

　　　　　  ３月　午後 4 時～午後 9 時

　　　　　　　　  （平日ナイターのみ）

　　　　　　　　  土・日曜日

　　　　　　　　  午前１０時～午後９時　　

【リフト料金】

　・１日券（午前１０時～午後４時）

　　大　人：１，５００円／子ども：８００円

　・ナイター券（午後４時～９時）

　　大　人：５００円／子ども：３００円

　・シーズン券　大　人：１０，０００円

　　　　　　　　子ども：　３，０００円

　※開設日が遅れたため、今シーズンはシーズ

　　ン券の料金を減額しています。

【問合せ】

　・佐呂間町営スキー場（２ー２１３３）
わんぱく広場（テニス体験教室）

　　のお知らせ

飛びにくいボール・短いラケットを使用した、

誰でも気軽に楽しめるテニス体験教室を開催し

ます。サーブ・ストローク・スマッシュなど、

テニスの動作を楽しくマスターしましょう。

エア・Ｋもできるようになるかも？！

・日　時：２月２０日（土）午前９時～正午

・場　所：佐呂間町体育館

・講　師：（公益財団）日本体育協会公認

　　　　　テニスコーチ　長谷川　智仁 氏

・対　象：町内の小学４～６年生（２０名程度）

・参加費：無　料

・申込み：小学校を通じてチラシを配布します  

   　　　　ので、チラシの申込書を２月１０日

　　　　  （水）までに各小学校へ申込書を提出

　　　　　いただくか、または社会教育課（２

　　　　　－１２９５）へお申し込みください。

－全町ミニバレー大会－

冬期間の運動不足解消に！

小学生から一般まで参加できる“ミニバレー”

の大会です。

多くのチームのご参加お待ちしています。

　－サイエンスキャラバン－

科学の不思議を体験しよう！

科学の不思議が体験できる「サイエンスキャラ

バン」を開催します。今年も、誰もが楽しめる

科学の実験や工作をたくさん用意して、みなさ

んのご来場をお待ちしています。

◆ボランティアスタッフ募集のお知らせ◆

募集内容：サイエンスキャラバンで実験を実演

　　　　　したり、工作のお手伝いをします。

事前講習：前日（２０日）午後２時から事前講

　　　　　習を行います。

　　　　　※事前講習に参加できない場合は

　　　　　　 申し込み時にご相談ください。

対　　象：中学生以上

申 込 み：２月１２日（金）までに、社会教育

　　　　　課へご連絡ください。

日　時：２月２１日（日）

　　　　午前１０時～午後１時

場　所：町民センター

入場料：無　料

主　催：佐呂間町子ども会育成会連絡協議会

　　　　佐呂間町教育委員会

問合せ：社会教育課（２－１２９５）

日　時：３月６日（日）午前９時開始

場　所：佐呂間町体育館

種　目：小学生の部・一般の部

参加料：１人５００円（保険料含む）

　　　　※小学生は無料

申込み：２月２４日（水）までに参加申込書に参加

　　　　 料を添えて協会事務局まで提出願います。

主　催：佐呂間町ミニバレー協会

問合せ：ミニバレー協会事務局

　　　　名知（０９０- ２６９７- ０６１８）
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スターでは「あたまとからだのらくらく健康体

操」を今年も実施しております。

今年度は新たに「認知機能の向上」や「抑うつ

感の低下」等が期待できる脳活性化プログラム

「シナプソロジー」を導入し、脳の神経ネット

ワーク増加も目指しています。

事前申し込みなしでご参加いただけますので、

どうぞお気軽にご参加ください。

「シナプソロジー」の効能を
体感してください

トレーニングルーム

★あたまとからだのらくらく健康体操

○内　容

    高齢者向け健康体操

　（シナプソロジー、柔軟体操、筋力運動等）

○期　日

  ３月１５日（火）までの毎週火曜日と木曜日

　（全１９回）

○時　間　

　火曜日：午前１０時３０分～１１時１５分 

　木曜日：午後１時３０分～２時１５分

○対　象：成人男女（高齢者向け）

○会　場：武道館

○料　金：１回１００円（施設使用料）

≪らくらくボーナスポイント

　　　　　　　キャンペーン好評実施中！≫

また、「トレーニング」
はじめませんか？

「以前はよくスターでトレーニングをしていた

けれど、最近はすっかり行かなくなってしまっ

た」という方多いのではないでしょうか？

トレーニングのやり方やマシンの使い方は休ん

でしまうとすぐ忘れてしまうものです。スター

ではトレーニング初心者や以前利用されていた

方を対象に予約制でマシンの説明やトレーニン

グメニューの作成等を行っています。

安全で効果的なトレーニング方法を学んで、ト

レーニングを再開しませんか？

＜実施中のトレーニング指導事業＞

★初心者教室

　初心者向けのトレーニング指導　　　　　　

　（トレーニングマシン説明）

★メニュー作成

　個別トレーニングメニューの作成及び指導

★目的別パーソナル指導

　違和感改善や減量等目的に合わせたトレーニ

　ング指導

サロマゲンキマイレージ ロゴ

○期　日：３月３１日 ( 木 ) まで

○対　象：高校生以上

○人　数：１回あたり１～３名

○会　場：トレーニングルームまたは会議室

○料　金：１回１００円（施設使用料）

○予　約：必要（スター受付窓口または電話に

　　　　　　　　てお申し込みください。）

今、「あたまとからだのらくらく健康体操」教

室１回の参加につき、サロマゲンキマイレージ

３ポイント、さらに１０回の参加で１０ポイン

トを進呈中です。

ゲンキマイレージを増やす絶好のチャンスです

ので、皆さんお誘い合わせの上お越しくださ

い！（キャンペーンへの参加申込は不要です）

“サロマゲンキマイレージ”とは？

佐呂間町で開催している健康づくり事業に参加

するともらえるポイントのことです。

貯めたポイントはポイント数に応じた景品と交

換することができます。
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火

曜

日

　２月　２日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１６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

　２月　９日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２３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

水

曜

日

　２月　３日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　１７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

　２月１０日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２４日

木

曜

日

　２月　４日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１８日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

　２月２５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。

１月１０日（日）に開催した成人式で、川根章

夫町長から新成人一人ひとりへ記念品である

「本」が手渡されました。

平成２５年から実施している「２０歳の２０

冊」は、“読書を通じて自立した社会人になっ

てほしい”という願いが込められており、今年

は新成人５８名の方にお渡しすることができま

した。

新成人に本を贈りました

えほん

　わたしのいえ　　　　　　カーソン・エリス／作

　にっぽんのしょうがっこう　　　　　のぶみ／作

　まめまきバス　　　　　　藤
ふじもと

本　ともひこ／作絵

小説・文芸書

　函館殺人坂　　　　　　  　  　　梓
あずさ

　林
り ん た ろ う

太郎／著

　ブラック・ヴィーナス　   　　　 城
しろやま

山　真
しんいち

一／著

　少女の時間　　　　　　　　　　樋
ひ ぐ ち

口　有
ゆうすけ

介／著

児童・青少年向け

　ドタバタヒーロードジルくん ５   大
おおぞら

空　なごむ／作

　星座の神話伝説大図鑑　　　　　グラフィオ／編

　にっぽんのおやつ　　　　　　　白
はくおう

央　篤
あ つ し

司／著

一般書

　塀の中の少年たち　　　　　　　斎
さいとう

藤　充
みちのり

功／著

　ロボティクス最前線　　　　　日
にっけいさんぎょうしんぶん

経産業新聞／編

　野球小僧の戦後史　　　　　　ビートたけし／著

２月の休館日のお知らせ
◎町体育館の休館日
　２月　６日（土）　１２日（金）　１３日（土）

　　　２０日（土）　２７日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
　２月　１日（月）　　８日（月）　１２日（金）

　　　１５日（月）　２２日（月）　２９日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
　２月　１日（月）　　８日（月）　１１日（木）

　　　１５日（月）　２２日（月）　２８日（日）

　　　２９日（月）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

図書館では、北海道新聞と朝日新聞の２紙と、

３６種類の雑誌を閲覧いただけます。

雑誌は最新号以外はいつでも貸出できますの

で、是非ご活用ください。

新聞・雑誌をご利用ください

＜主な雑誌＞

・週刊新潮

・ａｎ・ａｎ

・財界さっぽろ

・ミセス

・ゆうゆう

・きょうの料理


