
佐呂間町芸術文化支援事業

のお知らせ

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ています。

佐呂間町芸術文化支援事業は、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、

町民による自主的な芸術文化活動の活性化を図

ることを目的としています。

令和元年度は、「さろま福北寄席」、「みんなの

学校（映画上映）」、「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となりますの

で、皆さんの応募をお待ちしております。

＜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

　・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）

　・町内の団体、実行委員会等が主催もの

　・広く町民を対象とするもの

○問合せ：社会教育課

　　　　　（２－１２９５）

○昨年１０月に実施された「ヒダヤスナルライブ」

２月１４日（金）佐呂間コミュニティセンター

で、佐呂間町芸術文化表彰式が開催され、昨年

３月に東京で行われた「日本ジュニア管打楽器

コンクール本選考会アンサンブル部門」に出場

した佐呂間高等学校吹奏楽局に、佐呂間町芸術

文化奨励賞が授与されました。

～佐呂間町芸術文化奨励賞～
佐呂間高等学校吹奏楽局が受賞

　
　さろま英会話サークル

メンバー募集！

「さろま英会話サークル」では、一緒に英会話

を勉強するメンバーを募集しています。（中学

生以上。学生の方は保護者の同意書を提出して

いただき、町民センターまでの送迎が条件とな

ります。）

活動は下記のとおりを予定しています。

○開催日時：第１、第３火曜日

　　　　　　午後７時から１時間

○場　所：町民センター

○会　費：１回あたり１００円

興味のある方は、弘内（090-2692-4908）

までご連絡ください。
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「お口の健康講座」で
健康寿命を延ばしましょう

健康寿命を延ばすためには「運動」とバランス

のとれた「食事」だけでなく「お口の健康」を

保つことも大変重要です。スターでは介護予防

認定歯科衛生士を招き、飲み込みやお口の健康

を保つポイント等を分かりやすく解説する講座

を実施します。

～お口の健康講座～
（包括支援センター事業）

〇内　容：ご自身の噛む力の確認やお口の健康

　　　　　を保つポイントの解説等

〇期　日：３月２５日（水）

〇時　間：午後１時３０分～２時３０分

〇対　象：一般成人（中・高齢者向け）

〇場　所：武道館

○受講料：無料（講座のみ参加の場合は施設使

　　　　　用料も無料）

〇講　師：介護予防認定歯科衛生士

〇申込み：３月１８日（水）までに地域包括支

　　　　　援センター（２－１２１２）または

　　　　　スター（２－２２６１）へお申し込

　　　　　みください。

佐呂間町では、町内の小中学校に在学している

児童生徒の皆さんが受検した「日本漢字能力検

定」及び「実用英語技能検定」の検定料及び検

定料の振込手数料を助成しています。

平成３１年４月から令和２年３月までの間に受

検した方の申請期限は令和２年３月末までと

なっています。まだ申請されていない方は、検

定試験を受検したことを証明する書類（合否の

決定通知書等）と、検定料及び振込手数料の額

がわかる書類を添付し申請してください。

○申請先：管理課（２－１２９４）

　
検定料の助成について

　
－サイエンスキャラバン－
科学の世界を体験しました

２月１６日（日）町民センターで『サイエンス

キャラバン』を開催しました。

このイベントは町子ども会育成会連絡協議会と

教育委員会が共催で行っており、前日（１５日）

に事前講習会を行い、子ども会育成会員、中学

生・高校生のボランティアが管内の学校の先生

などから、実験や工作の方法や仕組みを学びま

した。

当日は、学校の先生、子ども会育成会員、中・

高生ボランティアが「アメリカンフラワー」「風

船電話」「カラフルボール」など、科学の実験

や工作を体験できる１６のブースを設置し、親

子連れなど約１３０名の方が、各ブースを回り、

楽しみながら科学の不思議を学びました。

○風船電話でないしょ話？

○ストローを使って楽器作り

○前日に子ども会育成会、ボランティアが講習受講
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感想文１６１点、感想画１６３点

の中から、審査により次のとおり

決定しました。たくさんの作品の

ご応募、誠にありがとうございま

した。

読書感想文・感想画コンクール
入選者決定！

もうすぐ春、「パーソナル指導」で
活動の準備をはじめませんか

佐呂間の厳しい冬も終わりに近づき、少しだけ

春の気配を感じられる季節になりました。

スターで実施中の「パーソナル指導」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二ュ

ーの作成、違和感改善に向けたコンディショニ

ング指導などお客様のご希望に合わせて幅広く

対応いたします。屋外での様々な活動がスター

トする春に備え、今から動きやすい体をつくり

ましょう。

～パーソナル指導～

〇内　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

　　　　　・違和感改善に向けたコンディショ

　　　　　　ニング指導等

〇対　象：小学生以上

　　　　　（小中学生は要保護者同伴）

〇回　数：1 人月 2 回まで

〇指　導：健康運動指導士　他

～トレーニングルーム利用案内～

〇開館時間：平日）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５００円（６枚綴り）

　　　　　６か月券５，０００円

　　　　　通年券８，０００円

〇その他：・上靴が必要です。

　　　　　・トレーニングルームは高校生以上

　　　　　　のご利用となります。

　　　　　・毎週月曜日と祝日の翌日は休館と

　　　　　　なります。

＜感想文＞

小１　最優秀　伊藤未咲（浜小）　「とけいのほん②」

　　　優　秀　矢島羽菜（浜小）

小２　最優秀　土門涼太（浜小）「ほねほねザウルス 大けっせん！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガルーダ対ヒドラ」

　　　優　秀　髙嶋柊佑（浜小）

小３　最優秀　堀米梓（浜小）「ヘレン・ケラー」

　　　優　秀　伊藤咲良（浜小）・諸岡煌生（浜小）

小４　最優秀　佐々木佑紀（若小）「３まいのおふだ」

　　　優　秀　堀切夢月（浜小）・矢島翔貴（浜小）

小５　最優秀　渡部寧久（若小）「マネキンさんがきた」

　　　優　秀　堀米柚咲（浜小）・長澤諒祐（若小）

小６　最優秀　大河原陽愛（浜小）「僕は上手にしゃべれない」

　　　優　秀　岸幸成（佐小）・堀口楓乃音（佐小）

中１　最優秀　平戸雄大「太陽と君の声」

　　　優　秀　石川統也・宗村柚花

中２　最優秀　藤田絢子「今日も嫌がらせ弁当」

　　　優　秀　片平海姫・藤澤香椎

中３　優　秀　廣中幸歩・池田茉央

＜感想画＞

小１　最優秀　岩本真輝呂（佐小）「ジャックと豆の木」

　　　優　秀　中里龍孔（佐小）・宮下友花（佐小）

小２　最優秀　大橋佐和子（佐小）「えんそくごいっしょに」

　　　優　秀　中村小夏（佐小）・平谷遥香（佐小）

小３　最優秀　辻有紗（若小）「１００かいだてのいえ」

　　　優　秀　工藤啓太（佐小）・中里実稀（佐小）

小４　最優秀　野宮颯真（佐小）「カレー地獄旅行」

　　　優　秀　鈴木遙（佐小）・橋本悠磨（佐小）

小５　 最優秀　杉原愛美（佐小）「星になった鮭」

　　　優　秀　佐藤花南（佐小）・米澤玲奈（佐小）

小６　最優秀　佐々木歩（佐小）「へんしんとびばこ」　　　
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小説・文芸書

　山岳捜査　　　　　　　　　　　笹
ささもと

本　稜
りょうへい

平／著

　国道食堂 １st season　　　　　　　　　　　　小
しょうじ

路　幸
ゆ き や

也／著

　今日もお疲れさま　　　　　　　群
むれ

　ようこ／著

一般書

　次のテクノロジーで世界はどう変わるのか

　　　　　　　　　　　　　　　　山
やまもと

本　康
やすまさ

正／著

　ＡＩに負けない子どもを育てる　新
あ ら い

井　紀
の り こ

子／著

　マトリ　厚労省麻薬取締官　　　瀬
せ と

戸　晴
はるうみ

海／著

児童・青少年向け

　図書委員アイデアブック　　　吉
よしおか

岡　裕
ひ ろ こ

子／監修

　新選組戦記（中）　　　　　　　　 　　小
こ ま え

前　亮
りょう

／作

　まえむきダブルス！　　　　　　落
おちあい

合　由
ゆ か

佳／作

えほん

　おすしときどきおに　　　　　　くさなり／さく

　３人のママと３つのおべんとう　

　　　　　　　　　　　　　　　クク・チスン／作

　まっくらなよるのムー　むらかみ　ひとみ／さく

※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

　３月　３日 ※佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　１７日 宮前団地 13：20 ～ 13：40
　　　３１日 西中央公民館 13：50 ～ 14：10

仁倉旧農協前 14：30 ～ 14：50
（※３日、１７日のみ運行）

　３月１０日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２４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

　３月１１日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50
　　　２５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日のみ運行）

　３月　４日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00
　　　１８日

木

曜

日

　３月１２日 ※若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　２６日 ※佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40
　　　 （※１２日のみ運行）

　３月　５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

　　　１９日

おいで！新１年生 
つくろう！のび～る剣

３月の休館日のお知らせ

◎町体育館の休館日

　３月　７日（土） １４日（土） ２１日（土）

　　　２８日（土）

   ※土曜日及び祝日の翌日休館

◎スターの休館日

　３月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　２１日（土） ２３日（月） ３０日（月）

　※月曜日及び祝日の翌日休館

◎図書館の休館日

　３月　２日（月） 　９日（月） １６日（月）

　　　２０日（金） ２３日（月） ３０日（月）

　　　３１日（火）

　※月曜日・祝日及び図書整理日休館

春休み工作教室を開催いたします。お祭りなど

でおなじみの「のびる剣」をみんなでつくりま

しょう！

○日　時：４月２日（木）

　　　　　①午前１０時～１２時

　　　　　②午後１時～３時

○場　所：図書館　会議室

○対　象：小学生（未就学児は保護者同伴、

　　　　　新１年生はひとりで参加できます）

○参加費：無料

春休み期間中に映画上映会を開きます。上映作

品は『うちのウッチョパス』（２５分）です。

お友達と一緒に見に来てください。

○日　時：３月２７日（金）

　　　　　午前１０時～

○場　所：児童館　プレイルーム

○入場料：無料

※小さなお子さんは保護者同伴でお願いしま

　す。

図書館映画上映会のお知らせ


