
－佐呂間町スポーツ表彰式－

栄誉をたたえて

令和元年度佐呂間町スポーツ表彰式を、１０月

１４日（月）に武道館・温水プール「スター」

で開催しました。

式では、それぞれの競技で優秀な成績を収めら

れた８名が表彰を受けました。受賞されたみな

さんの、今後益々のご活躍を期待します。

また、“体育の日”であるこの日は、同会場で「第

２３回スターまつり」が開催され、多くの来場

者で賑わいました。

小学生を対象とした体力測定会（少年団本部主

催）や水中ゲームのほか、幼児、成人向けの運

動プログラムに多くのみなさんが参加され、「ス

ポーツの秋」に心地よい汗を流していました。

スポーツ功労賞（個人）

スポーツ奨励賞（個人）

受賞者 所　属 種　目

永野　正   さん 教育委員会 マラソン

スポーツ特別賞（個人）

※受賞事由時の所属・学校

－佐呂間町芸術文化支援事業－

令和２年度 芸術文化公演（講演）

　　　　　　　　　　を募集します

令和２年度（令和２年４月～令和３年３月）に

開催を予定している佐呂間町芸術文化支援事業

の対象事業を募集します。

芸術文化支援事業は、町内における芸術文化公

演等を鑑賞する機会の充実、また、町民による

自主的な芸術文化活動の活性化を目的としてい

ます。

今年度は、「さろま福北寄席」、「みんなの学校」、

「ヒダヤスナルライブ」が対象事業となってい

ます。音楽や演劇、文化講演なども対象になり

ますので、皆さんの応募をお待ちしています。

１２月中に対象事業の選考委員会を開催しま

す。事業の開催を予定されている方は、１１月

中に事業計画書を社会教育課まで提出してくだ

さい。（申込状況によりその後も受付します。）

＜佐呂間町芸術文化支援事業＞

【支援内容】

　・事業費の補助　・公共施設使用料免除

　・公共施設でのチケット取扱い

　・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

　・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

◎詳しくは社会教育課　

　（２－１２９５）まで

　お問い合わせください。

受賞者 所属 及び 種目

鈴木　彪雅さん 佐呂間スピードスケート少年団

（若佐小学校：スケート）鈴木　世梨さん

受賞者 所属 及び 種目

今部　楓   さん
佐呂間スピードスケート少年団

（若佐小学校：スケート）
今部　静音さん

佐伯　月乃さん

佐伯　紅葉さん （佐呂間中学校：スケート）

本間　湊達さん 佐呂間中学校：バスケットボール
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子どもたちを取り巻く環境の変化に、親・家庭・

学校がどう関わっていくのかをテーマとした講

演会を開催します。子どもたちのために、みん

なで学びましょう。

○日　時：１１月１５日（金）

　　　　　午後７時～８時３０分

〇演　題：子供たちを取り巻くネット社会の現

　　　　　状と真相

　　　　　～ＳＮＳやスマホの適切な使い方～

〇講　師：岩井　孝浩　氏

　　　　　（㈲イワイ代表取締役）　　　　　　

〇場　所：佐呂間中学校

〇入場料：無料

〇問い合わせ：佐呂間中学校（２－３４４５）

SNS 講演会
「子どもたちを取り巻く

ネット社会の現状と真相」

令和元年度　佐呂間町教育講演会

（ 兼佐呂間町 PTA 連合会研究大会）

「熱帯雨林とポテトチップス」

○日　時：１１月２２日（金）

　　　　　午後７時～９時

○演　題：熱帯雨林とポテトチップス

○講　師：横塚　眞己人　氏 （写真家）

○場　所：町民センター

○入場料：無料

○問合せ：社会教育課（２－１２９５）　　

写真家の横塚眞己人氏をお招きし、「熱帯雨林

とポテトチップス」という演題で講演を開催し

ます。一般の方も参加できますので、ぜひお気

軽にご来場ください。

１９５７年神奈川県横浜市

生まれ。大学卒業後、雑誌

編集者を経て写真家になる。

１９８５年から１９９４年

まで沖縄県の西表島に移り

住み、イリオモテヤマネコ

をメインに、「命のつながり」をテーマとし

た写真活動を続ける。１９９６年から活動を

海外に移し熱帯雨林、マングローブ、人々の

暮らし、旅、環境問題など幅広い撮影活動を

続けている。

＜講師プロフィール＞

１１月３日（日）をもちまして、屋外体育施設

の利用を終了いたします。ご利用ありがとうご

ざいました。来シーズンも皆様のご利用をお待

ちしています。

○利用終了施設

　　屋外体育施設
　　　　  利用終了のお知らせ

      ・総合グラウンド（野球場、ソフトボール場）

      ・パークゴルフ場（百年広場、若佐、浜佐呂間）

      ・ゲートボール場（百年広場、若佐）

      ・多目的広場（百年広場）

      ・テニスコート（佐呂間、若佐、浜佐呂間）

女性懇談会を開催します。日頃思っていること

をどんなことでもよいのでみんなでお話ししま

せんか。

○日　時：１１月８日（金）

　　　　　午後７時～　

〇場　所：町民センター

〇テーマ：「女性の井戸端会議

　　　　　　～日頃の思いをみんなでお喋り」

〇主　催：社会教育委員の会

〇申込み：社会教育課（２－１２９５）

女性懇談会のお知らせ

　
【教育相談のご案内】

一人で悩まないで！まずは気軽に、

電話でご相談ください。

教育委員会では、教育相談の窓

口として教育相談員（岩城相談

員）を配置しています。不登校

やいじめ、就学など学校生活に

かかわることについて、随時相

談をお受けしています。一人で

悩まないで、解決の糸口を一緒に考えていきま

しょう。（管理課　２－１２９４）
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今年で３０回目を迎える「ミュージックフェス

ティバル」。町内の各学校、音楽サークル等６

団体が日頃の練習成果を発表します。

皆さんお誘い合わせの上、ご来場ください。

ミュージックフェスティバル
　　　　vol. ３０開催のお知らせ

○日　時：１１月１７日（日）

　　　　　午前９時３０分 開演予定

○場　所：町民センター

○出　演

　・浜佐呂間小学校

　・若佐小学校

　・Happy ☆ Swallows

　・佐呂間ジュニアブラス

　・佐呂間中学校吹奏楽部

　・佐呂間高等学校吹奏楽局

「ストレス」と「脂肪」を
楽しく減らせました

本年度、スターでは健康づくり講座として女性

向けに「機能改善＆健康ビクス」、男性向けに「エ

アロビクス男子エクササイズ」を、それぞれ２

回ずつ開催し、延べ６９名が参加しました。

女性向けのプログラムでは「ボディキネシス」

と呼ばれる機能改善運動も取り入れ、脂肪燃焼

だけではなく関節の動きや姿勢の改善も目指し

ました。

男性向けのプログラムは筋力運動、体幹の活性

化、エアロビクス運動を組み合わせ、生活習慣

病の予防と改善につながる内容で行いました。

エアロビクスが初めてという参加者もいました

が、気持ちの良い汗を流し、終了後は、心身と

もにすっきりした様子でした。

「パーソナル指導」で
トレーニングを再開しませんか

以前はよくトレーニングに通っていたのだけれ

ど近頃すっかり足が遠のいてしまった。そんな

方も多いのではないでしょうか。スターで実施

中の「パーソナル指導」ではトレーニングマシ

ンの基本的な使用方法の説明や、ひとりひとり

の目的に合わせたトレーニングメニューの作成

等、利用者の希望に合わせて幅広く対応いたし

ます。久しぶりに利用される方はもちろん、初

めての方もお気軽にご活用ください。本格的な

冬が訪れる前に、運動の習慣を身につけておき

ませんか。

～パーソナル指導～

〇実施内容

　・トレーニングマシンの基本説明

　　　　　　　　　　（高校生以上）

　・トレーニングメニュー作成

　・違和感改善や姿勢改善に向けた運動指導

　　など

〇対　象：小学生以上（小中学生は保護者同伴）

〇回　数：1 人あたり月 2 回まで

＜トレーニングルーム利用案内＞

〇開館時間：（火～金）午前 10 時～午後 9 時 

　　　　　　（土・日）午前 10 時～午後 5 時

〇使用料：1 回　　　　　　 　　 100 円

　　　　　回数券（6 枚綴り）　   500 円

　　　　　6 か月券　　　　     5,000 円

　　　　　通年券　　　　  　　8,000 円

◆ご利用の際は上靴をご用意ください。

◆トレーニングルームは高校生以上のご利用と

なります。
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小説・文芸書

　展望塔のラプンツェル　　　　宇
う さ み

佐美まこと／著

　逃避行　　　　　　　　　　　　小
こ す ぎ

杉　健
け ん じ

治／著

　あの日に帰りたい　　　　　　　小
しょうじ

路　幸
ゆ き や

也／著

一般書

　人生おたすけ処方本　　　　　　三
み や け

宅　香
か ほ

帆／著

　時間革命　　　　　　　　　　　堀
ほ り え

江　貴
たかふみ

文／著

　夫が知らない家事リスト　　　野
の の む ら

々村友
ゆ き こ

紀子／著

児童・青少年向け

　フルーツふれんずスイカちゃん　村
むらかみ

上しいこ／作

　モノクロームの不思議　　　　　　斉
さいとう

藤　洋
ひろし

／作

　入門万葉集　　　　　　　　　　　上
う え の

野　誠
まこと

／著

えほん

　きみののぞみはなんですか？　　五
ご み

味　太
た ろ う

郎／著

　まじょまじょランド　　　　　ませぎりえこ／作

　とくべつなひ　　　　　　　　山
やまもと

本　りくお／著

１1 月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　１１月　２日（土） 　４日（月） 　５日（火）

　　　　　９日（土） １６日（土） ２３日（土）

　　　　２４日（日） ３０日（土）

　※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　１１月　４日（月） 　５日（火） １１日（月）

　　　　１８日（月） ２４日（日） ２５日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　１１月　４日（月） １１日（月） １８日（月）

　　　　２３日（土） ２５日（月） ３０日（土）

　※月曜日・祝日及び月末図書整理日休館

　※ 3 日は図書館まつり開催のため開館します

※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。

火

曜

日

１１月１２日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２６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
１１月　５日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　１９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

１１月　６日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　　２０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

１１月１３日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00
　　　２７日

木

曜

日

１１月　７日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　２１日 佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05
　　　 夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
１１月１４日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　２８日

郷土資料をご利用ください

佐呂間町に関するさまざまなことを調べると

き、図書館の郷土資料が役に立ちます。資料の

一部は書庫に所蔵してありますので、お探しの

際は職員にご相談ください。

図書室へお越しください

若佐支所、浜佐呂間出張所の図書室にもたくさ

んの本を置いています。

若佐は偶数月、浜佐呂間は奇数月に本の入替を

しています。

平日（午前８時３０分～午後５時１５分）は貸

出も行っていますので、ぜひお立ち寄りくださ

い。

【郷土資料例】

　・佐呂間町百年史

　・佐呂間町例規類集

　・佐呂間町ゼンリン住宅地図

　・佐呂間竜巻災害の記録

　・サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン

　・その他、各地域の郷土史など


