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ありがとう、マッケンジー

　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、佐呂間町では社会教育委員・

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。

【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の

調査・審議や実技指導、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。

皆さんの学びを応援します

氏名 地区

田　宮　拓　郎 共立

鈴　鹿　　　保 大成

眞　如　智　子 朝日

川　又　聖　子 西富

室　井　公　裕 西富

山　保　浩　之 西富

尾　﨑　　　実 宮前町

檜　垣　久美子 宮前町

野　村　陽　子 宮前町

本　間　恵　奈 幸町

今　井　建　晴 北

阿　部　夏　希 北

三島木　羽由希 北

村　岡　大　輔 浜佐呂間

室　井　隆　治 浜佐呂間

西　岡　理　恵 若里

住　吉　浩　実 富武士

船　木　桂　輔 富武士

※敬称略

氏名 地区

佐　伯　優　一 若佐

柏　尾　郁　未 西富

山　崎　亜　弥 西富

大　城　愛　梨 宮前町

宇　野　優　利 永代町

住　吉　健　司 浜佐呂間

堀　米　朱　里 浜佐呂間

室　井　久　志 富武士

※敬称略

　昨年２月にＡＬＴとして佐呂

間町に来てくれたマッケンジー

先生が、この度、任期を終えて

アラスカに帰ります。

　夢つうしんでは、ア

ラスカの様々な文化を

分かりやすく町民の皆

さんに伝えてくれまし

た。

　ありがとう、マッケ

ンジー！！

サロマ、LOVE！！またね！
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《小説・文芸書》

・道連れ彦輔居直り道中　　　　逢
おうさか

坂　剛
ごう

／著

・大義　　　　　　　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

・救急患者Ｘ　　　　　　　　　麻
あ そ う

生　幾
いく

／著

《一般書》

・気楽に、気うつ消し　　　　櫻
さくらい

井　大
だいすけ

典／著

・ウイスキーの愉しみ方　　　橋
はしぐち

口　孝
た か し

司／著

・無農薬菜園はじめよう　　　麻
あ そ う

生　健
けんしゅう

洲／著

《児童・青少年向け》

・防災のサバイバル　　　　国
くにざき

崎　信
の ぶ え

江／監修

・お菓子はすごい！　　　　　　柴
しばたしょてん

田書店／編

・よろこびの歌　　　　　　　宮
みやした

下　奈
な つ

都／作

《えほん》

・パンダぱん　　　かけひ　さとこ／さく・え

・フートンのおふとん　　　　北
きたむら

村　裕
ゆ う か

花／作

・いっぽいっぽのくつ　　　　潮
し お た

田　玲
れ い こ

子／作

今月の新着本

図書館：TEL  2-2215 ／ FAX  2-2632

WebOPAC（所蔵検索URL）

https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/

wopc/pc/pages/TopPage.jsp

休館期間：５月２７日（木）～３０日（日）

　図書館と若佐支所・浜佐呂間出張所の図書室

は、図書の点検（蔵書点検）を行うため、上記期

間中は臨時休館とします。休館中はご迷惑をお

かけしますが、ご理解いただきますようお願い

いたします。

蔵書点検による臨時休館

　３月２５日から４月４日までの春休み期間

中、図書館にある本の題名でしりとりをする「ほ

んｄｅしりとり」を開催しました。

　幼児から中学生まで６７名の子どもたちが

様々な本とふれ合いながらしりとりを完成さ

せ、景品を受け取りました。ご参加ありがとう

ございました。

ほんdeしりとりを行いました

　一般閲覧室に個人利用のできる閲覧机を３席

設置しました。こちらの席では電源も利用でき

ます。利用申込は不要ですが、読書や調べもの

以外での利用はお控えください。

個人スペースを設置しました

曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

５月１１日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

２５日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

５月１８日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

若佐 消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

５月１９日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

浜佐呂間汐見 類家宅前 13：05 ～ 13：20

浜佐呂間 谷川宅前 13：25 ～ 13：40

仁倉旧農協前 13：50 ～ 14：00

知来 伊東宅前 14：10 ～ 14：20

東 佐野宅前

佐呂間高校

14：25 ～ 14：35

15：15 ～ 15：30

５月１２日

２６日

浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

５月２０日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

佐呂間中学校 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

５月１３日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

あおぞら号巡回日程表

※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。
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図書館からのおススメ

春に読みたい本特集

　５月になり北海道でも桜が咲く季節になってきました。そこで今月は春の時期に読みたい本を集

めました。

　桜の季節、どら焼き店のアルバイトの求人を

見てやってきたのは手の不自由な高齢の女性、

徳江だった。徳江の作る「あん」の美味しさに、

店は繁盛し始めるが、心ない噂が広まっていき

…。徳江を通して考える生きる意味とは。

　塚原マチは本好きで気弱な中学一年生。ある

日、図書室で本をめくっていると一枚の便せん

が落ちた。そこには「サクラチル」と文字が。

やがて始まった顔の見えない相手との便せん越

しの交流は、二人の距離を近づけていく。表題

作ほか２編収録。

　山にも海にも田んぼにも、色々なところに春

がやってきました！「こんにちは　はるですよ」

の言葉にのって、春ならではの風景や生き物た

ちに出会うことができます。

　可愛らしい絵とシンプルな言葉で春が訪れる

喜びを感じます。

　種まき、植えつけから最短１０日、長くて３

か月で収穫できる手軽な野菜作りの方法を、写

真とともに丁寧に解説。簡単な葉もの野菜のほ

か、ミニトマトやミニカボチャなどの野菜まで

バリエーション豊富に紹介。春は野菜づくりに

挑戦しませんか？

　　　　【小説】「あん」

　　　　　　　　　ドリアン助
すけがわ

川／著

【家庭菜園】

「１０日～３か月で収穫！コンテナスピーディー菜園」

　　　　　　　　　　　　　原
はら

　由
ゆ き こ

紀子／監修

　　　【児童書】「サクラ咲く」

　　　　　　　　　　　辻
つじむら

村　深
み づ き

月／著

【絵本】「四季のえほん　はるですよ」

　　　　　柴
し ば た

田　晋
し ん ご

吾／作　広
ひ ろ の

野　多
た か こ

珂子／絵
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武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　武道館を開放して、親子での運動あそびから

各種トレーニングまで使い方はいろいろ！

◆実施期間：通年（毎週火曜日～日曜日）

◆時　　間：火～金）午前１０時～午後９時

　　　　　　土・日）午前１０時～午後５時

※専用使用時およびスター事業開催時は開放が

　中止となります。開放スケジュールを事前に

　ご確認ください。

◆会　　場：スター武道場

◆対　　象：幼児～一般成人

　　　　　　（小学生以下は保護者同伴）

◆内　　容　卓球、親子での運動遊び、各種ト

　　　　　　レーニング、武道の練習、その他

　　　　　　健康づくりのための運動

◆料　　金：１回１００円（高校生以下無料）

◆そ の 他：貸し出し用の卓球ラケット・ボー

　　　　　　ル、ブロックマットやミニハード

　　　　　　ル等の用意があります。

元気アップ運動ひろば

パーソナル指導でマイペースの

健康づくりを応援

　ひとりひとりの体力レベルや希望に合わせた

指導を実施！

◆期　　日：５月７日（金）～

　　　　　　　　　　令和４年３月３１日（木）

◆対　　象：小学生以上

　　　　　　（プールは保護者同伴の幼児も可）

◆実施内容：○各種トレーニングコース

　　　　　　　陸上における筋力運動や有酸素

　　　　　　　運動等

　　　　　　○水泳・水中運動コース

　　　　　　　プールにおける水泳および水中

　　　　　　　運動

◆利用回数：１人あたり月２回までかつ年間

　　　　　　１２回まで

　　　　　　（水泳・水中運動はシーズン中１

　　　　　　人あたり６回まで）

◆時　　間：４５分～６０分

　　　　　　（プールでの指導および陸上での

　　　　　　小学生の指導は３０分）

◆定　　員：１～２名

◆場　　所：トレーニングルーム、プール、会

　　　　　　議室等

◆申込方法：電話またはスター窓口で申し込み

　　　　　　ください

　　　　　　（毎月１５日から翌月分の受付を

　　　　　　開始します） ◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　５月　４日（火）　～　６日（木）　 １３日（木）

　　　２０日（木）　 ２７日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　５月　３日（月）　～　６日（木）　 １０日（月）

　　　１７日（月）　 ２４日（月）　 ３１日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　５月　３日（月）　～　６日（木）　 １０日（月）

　　　１７日（月）　 ２４日（月）

　　　２７日（木）　～３１日（月）

　※蔵書点検のため休館

５月の各施設の休館日
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