
　
ー昔の生活を学ぶー

佐呂間小学校３年生が
開拓資料館を見学

２月１７日（水）に、佐呂間小学校３年生３０

名が開拓資料館の見学に訪れました。

児童たちは事前に考えていた質問の答えを一生

懸命メモに取り、「見たことない道具がいっぱ

いあった。」「昔のお金があるなんてすごい！」

との声が出るなど、展示されている資料に興味

を持ちながら、地域の歴史に触れていました。

　
ーサイエンスキャラバンー

科学の世界を体験しました

２月２１日（日）町民センターで科学の不思議

を体験する「サイエンスキャラバン」を開催し

ました。子ども会育成会連絡協議会と共催で

行っているこのイベントでは、紫外線を当てて

キーホルダー作りを楽しむことができる「ＵＶ

レジンで遊ぼう」や、水圧を利用した魚釣りの

おもちゃ「ゆらゆらキャッチャー」など１４の

科学実験体験ブースが連なり、来場した幼児か

ら高齢者までおよそ３００名が科学の世界を存

分に堪能しました。

　
ーわんぱく広場ー

テニスに挑戦しました！

小学４～６年生を対象とした「わんぱく広場」

を２月２０日（土）に開催し、１２名の参加者

が“テニス”を体験しました。

最初はラケットにボールが当たらず苦戦してい

た子ども達でしたが、日本体育協会公認テニス

コーチの長谷川智仁さん指導のもと、みるみる

上達していき、ストロークやサーブ、更にはド

ロップなどの高度な技にも挑戦しました。

最後にはコーチと子ども達で試合を行い、子ど

も達がサービスエースを連発するなど熱い試合

となり、楽しい時間を過ごしました。

　 スポーツ安全保険のご案内

もしもの時のために「スポーツ安全保険」に加

入しましょう！詳しくは、社会教育課（町役場

２階）に備え付けの「スポーツ安全保険のあら

まし」をご覧ください。

＜加入対象＞

スポーツ活動・文化活動・ボランティア活動・

地域活動を行う社会教育関係団体が加入できま

す。５名以上の団体でご加入ください。



【2】

ー６０歳から入学できますー

寿大学　学生募集！

平成２８年度の佐呂間町高齢者教室「寿大学」

を４月から開講します。

寿大学は概ね月２回、午前１０時から午後３時

まで、町民センター等で開講します。

午前中は講義を中心とした学習を、午後からは

それぞれのクラブに所属して、運動や創作活動

などを楽しみます。

研修旅行や芸術鑑賞なども予定していて、楽し

く学ぶことができる大学です。

希望される方は、通学バスも利用できます。

６０歳以上の方が入学で

きますので、皆さんの入

学をお待ちしています。

４月から新１年生となる未就学児を対象とした

「からだはぐくむスクール」が２月２０日（土）

に全６回を終了しました。このスクールは、ス

キー教室と運動能力向上を目指す教室を組み合

わせ、小学校入学を控えた子ども達の健やかな

発育・発達を目的に開催しました。

スキー教室では、スキー協会やスポーツ推進委

員の皆さんの指導のもと、用具に慣れるところ

から、平地での移動や登坂、ハの字滑走などベー

スとなる技術を学びました。

ーからだはぐくむスクールー

１年生になる「カラダ」の
準備が整いました

ちびっこスキー教室

２月１９日（金）町民センターで寿大学生によ

る自主活動として「第２回寿大学学園祭」が開

催されました。

午前中はコーラスなど４つのクラブがステージ

上で舞台発表を行い、どのクラブも日頃の練習

の成果を披露し、会場からは大きな拍手が上が

りました。ロビーで開催された作品展では、ク

ラブ活動で制作した作品をはじめ高齢者文化展

の作品も展示されており、来場者の目を楽しま

せていました。

ー第２回寿大学学園祭ー

日頃の学習成果を披露

また、この日は向陽園のぴかりアート作品や、

生け花教室の作品も展示され、会場内は華やか

な雰囲気に包まれていました。

午後からの交流会では、会食しながら今年度の

思い出を振り返るスライド写真を鑑賞し、その

後のカラオケや踊り等の余興も楽しみながら学

生同士で交流を深めていました。

 入学資格：町内在住の６０歳以上の方

　　　　　（平成２７年度から入学資格を変更して

　　　　　  います。）

 申込方法：「入学申込書」に必要事項を記入の上、 

　　　　　  社会教育課又は町民センター事務室へ

　　　　　  提出してください。

　　　　　  （申込書は、町民センター、老人福祉セ

　　　　　　ンター、各地区老人クラブ会長さんか

　　　　　　らお受け取りください。）

 申込締切：４月５日（火）

 受  講  料：１，５００円（年間）

　　　　　※この他に、運営委員会費がかかりま

 お問合せ：社会教育課（２－１２９５）

 す。
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また、スターでの運動教室では、脳の神経ネッ

トワークを増加させるプログラムや、体幹を活

性化し良好な姿勢と動きやすいからだをつくる

プログラムを実施しました。

集団での慣れないプログラムや経験したことの

ない運動に戸惑う子どももいましたが、失敗し

ながらも最後までみんな頑張りました。

1 年生になっても失敗を恐れず、色々な運動に

チャレンジしてください。

運動教室写真

　
「からだはぐくむスクール」で

学んだことを再学習！

スターでは、土・日・祝日に子ども達が自由に

遊べる空間として武道館を開放しております。

今回「からだはぐくむスクール」の教室で学ん

だことをもう一度、武道館で再学習してみませ

んか？運動能力は運動を繰り返すことで強化さ

れ、その再現性が高まります。武道館をぜひご

活用ください。

　
ゲンキマイレージ景品交換券の

発券は「スター」でもできます

３月１日（火）～３月２７日（日）までは、ス

ターでもゲンキマイレージの景品交換券の発券

が可能です。

集めたマイレージは有効にご活用ください。

＜景品交換の手順＞

①集めたマイレージを専用の台紙に貼り、シー

　ルの枚数を確認する。

②景品を選び受付に申し込む。

　（受付に備え付けの用紙に記入）

③景品交換券を受け取り道の駅サロマ湖「物産

　館みのり」で景品に引き換える。

　（引き換えは３月２８日まで）

図書館映画上映会のお知らせ

春休み期間中に映画上映会を開きます。

上映作品はアニメ映画『ミニオンズ』（９１分）

です。お友達と一緒にいらしてください。

日　時：３月２６日（土）午後１時～

場　所：児童館　プレイルーム

その他：入場無料

　　　　※小さなお子さん（幼児）は保護者

　　　　　同伴でお願いします。

＜元気アップおやこひろば＞

○内　容：武道館開放事業

　　　　　（各種運動や遊びとしての利用）

○期　日：毎週土曜日・日曜日・祝日

○時　間：午前１０時～午後５時

○対　象：保護者同伴の幼児及び小学生

○会　場：武道館

○料　金：１００円（施設使用料）

　　　　　※保護者分
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３月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日
　３月　５日（土）　１２日（土）　１９日（土）

　　　２２日（火）　２６日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日
　３月　７日（月）　１４日（月）　２１日（月）

　　　２２日（火）　２８日（月）　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日
　３月　７日（月）　１４日（月）　２０日（日）

　　　２１日（月）　２８日（月）　３１日（木）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

えほん

　ごはんのじかん　　　　レベッカ・コッブ／文絵

　いろなしくん　　　　　　こまり　まこと／作絵

　まじょになったら　　　ヘルガ・バンシュ／作絵

小説・文芸書

　やがて海へと届く　　　  　  　　彩
あ や せ

瀬　まる／著

　赤毛のアンナ　   　　　 　　　　真
し ん ぽ

保　裕
ゆういち

一／著

　死んでいない者　　　　　　　　滝
たきぐち

口　悠
ゆうしょう

生／著

児童・青少年向け

　墓守りのレオ　　　　　　　　石
いしかわ

川　宏
ひ ろ ち か

千花／作

　おばけのへんしん！？　　　　むらい　かよ／作

　アカンやん、ヤカンまん　　　村
むらかみ

上　しいこ／作

一般書

　なぜ私は韓国に勝てたか　　　　加
か と う

藤　達
た つ や

也／著

　地元パン手帖　　　　　　　　甲
か い

斐　みのり／著

　希望のイチゴ　　　　　　　　　田
た な か

中　裕
ひ ろ し

司／著

火

曜

日

　３月　１日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　１５日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

　　　２９日 若佐コミセン前 13：35 ～ 13：55

若佐保育所 14：00 ～ 14：15

　（※１日・１５日運行）

　３月　８日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

　　　２２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

　３月　２日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

　　　１６日 ※浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　３０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

　（※２日・１６日運行）

　３月　９日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

　　　２３日

木

曜

日

　３月　３日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１７日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

　　　３１日 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

（※３日・１７日運行）

　３月１０日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　３月２４日

※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。

今回もたくさんご応募いただき、ありがとうご

ざいました。感想文１０５点、感想

画２１３点の中から、審査により入

選者を次のとおり決定しました。

第３２回 読書感想文・感想画
　　　　　  コンクール入賞者決定

＜感想文＞
小１　最優秀　櫻井恵人（浜小）　「つきのよるのものがたり」

　　　優　秀　泉菜々子（浜小）・堀米柚咲（浜小）

小２　最優秀　青木聖奈（浜小）「やまねこせんせいおおいそがし」

　　　優　秀　夏川心櫻（浜小）・藤田朋大（佐小）

小３　最優秀　井上楓華（浜小）「だめねこのいっしょうけんめい」

　　　優　秀　泉桃子（浜小）・伊奈瑠音（浜小）

小４　最優秀　藤田絢子（佐小）「いじめ」

　　　優　秀　大河原陽壱（浜小）

小５　優　秀　伊東奈穂（浜小）・加藤光希（浜小）

小６　優　秀　鎌田聖恋（浜小）・山内瑞姫（浜小）

中１　最優秀　佐伯朱羽（佐小）「あの子たちがいた七月」

　　　優　秀　藤田慎一郎・佐野真唯
中２　最優秀　亀井拓海「「十四歳」から学んだこと」
　　　優　秀　音田綺乃・細谷明梨
中３　最優秀　河端彩海「ブロード街の１２日間を読んで」

　　　 優　秀　小松瑞季・平戸聖也

＜感想画＞
小１　最優秀　佐伯月乃（若小）「かちかちやま」

　　　優　秀　石川舞倖（佐小）・田中愛莉（佐小）

小２　最優秀　宇佐奏良（若小）「ゆめだったのかな」

　　　優　秀　岸幸成（佐小）・田中蒼司（若小）

小３　最優秀　佐藤巧実（佐小）「だいくとおにろく」

　　　優　秀　辻岡実央（佐小）・長瀬哲斗（若小）

小４　最優秀　宍戸結音（若小）「お化けの真夏日」

　　　優　秀　野村治暉（佐小）・山口純弥（佐小）

小５　 最優秀　石川颯 （々佐小）「大どろぼうホッツェンプロッツ」

　　　優　秀　木舩健斗（佐小）・横山采奈（佐小）

小６　最優秀　西岡真菜（佐小）「捨て犬・未来～命の約束」
　　　優　秀　沖崎力哉（佐小）・平川由奈（佐小）


