
－開拓資料館見学－

地域の歴史を学習しました

２月２８日（火）佐呂間小学校３年生２８名が、

地域学習の一環として開拓資料館の見学に訪れ

ました。子ども達は開拓時に使用されていた農

機具や猟銃の絵を描いたり、説明されたことを

メモに取ったり、分からないことは質問したり

と、積極的に学習に取り組んでいました。

これからも、地域のことを意欲的に学んでもら

いたいと思います。

３月２日（木）町民センターで、平成２８年度

寿大学卒業式・修了式を行いました。

今年度は３名の学生が卒業証書を受け取り、６

名の学生に、１６年間の課程を修了した証であ

る“博士号”が授与されました。式の最後に、

卒業生を代表して海老名正恵さんが謝辞を述べ

て、平成２８年度の寿大学を締めくくりました。

平成２９年度の寿大学は、４月２０日（木）に

入校式を予定し、５月からは講座とクラブが始

まります。講座によっては一般公開も致します

ので、興味のある方はぜひ一度お越しください。

（詳しい日程は５月号でお知らせ致します。）

　
第４１回卒業式・第４４回修了式
平成２８年度寿大学学習課程修了

～開拓・生活の歴史が詰まった

　　　　　開拓資料館にお越しください～

皆さんは開拓資料館をご存知ですか？

町民センターの向かいにある木造の建物で、館

内には開拓時代に使われた農具・漁具・生活用

品、さらには町内で出土した土器や石器なども

展示しています。

どなたでも見学することができますので、見学

を希望される方は町民センター事務所（２－

２２５５）までお申し出ください。

（無人の施設のため普段は施錠しています。土・

  日・祝日及び年末年始は休館となります。）
卒業生の皆さん

博士号を授与された皆さん
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町民の皆さんの学習活動・スポーツ活動のお手

伝いをするため、佐呂間町には社会教育委員・

スポーツ推進委員を設置しています。

ご意見・ご相談等あれば、社会教育委員・スポー

ツ推進委員までお声掛けください。

　
皆さんの学びを応援します！

　　・鈴　鹿　　　保　（大成）

　　・眞　如　智　子　（朝日）

　　・川　又　聖　子　（西富）

　　・干　場　　　久　（西富）

　　・室　井　公　裕　（西富）

　　・山　保　浩　之　（西富）

　　・尾　崎　　　実　（宮前町）　　　　

　　・檜　垣　久美子　（宮前町）

　　・星　　　保　行　（永代町） 　　　

　　・阿　部　夏　希　（北）

　　・山　本　周　男　（北）

　　・永　野　亜　紀　（東）

　　・村　岡　大　輔　（浜佐呂間）

　　・室　井　隆　治　（浜佐呂間）

　　・船　木　耕　二　（富武士）

　　・西　岡　理　恵　（若里）　　    

                              　　　　　　 ※ 敬称略

【佐呂間町社会教育委員】

社会教育委員は、社会教育に関する諸計画の立

案や会議で意見を述べるほか、その為に必要な

研究調査を行います。

【佐呂間町スポーツ推進委員】

スポーツ推進委員は、スポーツ振興のため実技

指導や社会体育事業に対する協力・指導助言を

行い、生涯スポーツ推進のための活動を行いま

す。

　　 ・佐　伯　優　一　（若佐）

　　・小　林　知　穂　（西富）

　　・赤　井　諒　子　（宮前町）

　　・辻　岡　亜　弥　（宮前町）

　　・名　雪　早　苗　（宮前町）

　　・三　田　寿　一　（宮前町）

　　・住　吉　健　司　（浜佐呂間）

　　・室　井　久　志　（富武士）　    

                                                 ※ 敬称略

【支援対象学習活動】

町民５名以上で自主的に企画・立案して実施

する学習活動等が該当します。

ただし、次の団体は“対象外”になります。

 ○町から補助を受けている団体

 ○すでに継続的に活動を行っている団体

　※既存活動以外の学習活動は対象になりま

　　す。 （外部講師による学習会等）

【支援内容】

 ○指導・助言：学習情報の提供、講師紹介

 ○金銭的支援：講師・指導者に対する謝礼

　　　　　　　学習に必要な消耗品

　　　　　　※謝礼は２０，０００円が上限

　　　　　　※消耗品は５，０００円が上限

 ○会 場 提 供 ：公共施設使用料免除

　
グループの学習活動には

「まなびすと」をご活用ください！

“まなびすと”は、町民のみなさんの自主的な

学習活動を支援することを目的とした制度で

す。町内にお住まいで、５名以上の団体・グルー

プの方にご利用いただくことができます。

皆さんもこの制度を有効に活用して、様々な学

習・文化・スポーツ活動に取り組んで

みてはいかがでしょうか。

◎詳しくは、社会教育課（２－１２９５）ま

　でお問い合わせください。

－二つの「栃木」－

入植の歴史にふれてみませんか

皆さんは佐呂間町内にある栃木地区が、なぜ、

“栃木”とよばれているのか、その由来をご存

じですか？

町民センター２階展示室において、栃木地区入

植の歴史が描かれた版画や資料等を展示してお

り、当時の様子を垣間見ることができます。

平日（午前９時～午後６時）は、どなたでも閲

覧すること

ができます

ので、気軽

にお立ち寄

りください。
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「頭」と「体」そして

「心」も鍛えました

１月１１日（火）からスタートした「こども発

育・発達運動教室」が３月１０日（金）をもっ

て全１８回の日程を終了しました。

運動教室では、判断力・認知機能を高めるプロ

グラムや、発育・発達運動に基づくスポーツの

パフォーマンス向上に向けたトレーニングなど

を行いました。

教室の最後に実施した体力測定では、「立ち幅

跳び」や「時間往復走」などの項目で多くの子

どもたちが最初の記録より１０％～２０％向上

し、トレーニングの成果を確認することができ

ました。また、今年度は１年生から５年生まで

の子ども達が同じ教室で運動を実施したこと

で、異学年同士で一緒に活動する良い機会にも

なりました。

教室の最初と最後では、運動能力の向上だけで

なく「自分から挨拶ができるようになった」、「集

合時間を守ることができるようになった」など

運動能力以外の面での成長も見られました。

今回の教室で学んだことを普段の学校生活やス

ポーツ活動に活かし、これからも失敗を恐れず

様々なことにチャレンジしてもらえたらと思い

ます。

４月２３日（日）の「子ども読書の日」にあわ

せて、４月１４日（金）から５月２日（火）ま

で、絵本コーナーにおいて、

しかけ絵本の展示を行いま

す。ページをめくると飛び

出すしかけ・動くしかけに、

大人も子どもも驚き、夢中

になることうけあいです！

しかけ絵本を展示します！

　
５月２日（火）午後１時

温水プールの営業が始まります！

お待たせしました。いよいよ、プールの営業を

再開いたします！水泳はもちろん、生活習慣病

予防・改善に効果的な水中ウォーキングもおす

すめです。皆様のご利用をお待ちしております。

★開設期間　５月２日（火）～１０月３１日（火）

★利用時間　

　♦火～金　午後１時～９時

　※但し、学校プール授業期間及び学校夏休み

　　期間は午前１０時から利用できます。

　 （６月中旬～９月末予定）

　♦土・日　午前１０時～午後５時

★料　　金　

　♦小学生

　　１回券　　 　　　　　１００円

　　回数券（６枚綴り） 　  ５００円　　　

　♦大　人

　　１回券　　　　　　　 ３００円

　　回数券（６枚綴り）１，５００円

　※その他の料金設定につきましては、スター

　　までお問い合わせください。

★そ の 他

　　ご利用の際は水着、タオル、スイミング　

　　キャップをご用意下さい。
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利用者登録をお願いします

はじめて図書の貸し出しを希望される場合は、

利用者登録が必要になります。

所定の用紙に、氏名・住所・電話番号などをご

記入いただきます。登録後、利用者カードを発

行いたします。また、５年間図書館の利用がな

い場合も、再登録の手続きが必要になります。

児童・青少年向け

　僕は上手にしゃべれない　　　　椎
し い の

野　直
な お や

弥／著

　心はやさしく賢い子に育つみじかいおはなし 366      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   小学館編

　どうして野菜を食べなきゃいけないの？　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　せのおしんや／絵

小説・文芸書

　スイミングスクール　　　　　　高
たかはし

橋　弘
ひ ろ き

希／著

　山猫珈琲　　　　　　   　　　　湊
みなと

　かなえ／著

　すずの爪あと　　　　　　　　　乃
のみなみ

南　アサ／著

一般書

　小林カツヨ伝 　　　　　    　 　中
なかはら

原　一
い っ ぽ

歩／著

　だって更年期なんだもーん 　　　善
よしかた

方　裕
ひ ろ み

美／著

　親子でからだあそび　　　　　　佐
さ と う

藤　弘
ひろみち

道／著

４月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　４月　１日（土）　　８日（土）　１５日（土）

　　　２２日（土）　２９日（土）　３０日（日）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　４月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　２４日（月）　３０日（日）　

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　４月　３日（月）　１０日（月）　１７日（月）

　　　２４日（月）　２９日（土）　３０日（日）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

火

曜

日

　４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

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50

（※１８日のみ運行）

　４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

４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 15：15 ～ 15：30

４月１９日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

４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

４月２０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。

人形劇サークルぱんぷきん
メンバー募集！

『ぱんぷきん』は保育所や図書館で人形劇公演

を行っているサークルです。

あなたも仲間に入りませんか。年齢・性別は問

いません。

毎週木曜日の午後に図書館で練習していますの

で、気軽に見学にいらしてください。

何か分からないことがありましたら、図書館ま

でご連絡ください。

えほん

　これは、わにです。　 ヒース・マッケンジー／絵

　おもちゃのかたづけできるかな　  深
ふ か み

見　春
は る お

夫／作・絵

　いすにすわってたべなさい　　　 平
ひ ら た

田　昌
まさひろ

広／作


