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ALT マッケンジーの Alaska Style!!

“break up”は「粉砕する・別れる」

などの意味を持ち、物事の終わりを

説明するときに使用します。

“break up season”は他の州では

「恋人が分かれる季節」という意味

で使うので注意してください。

町体育館休館日・開館時間変更の

お知らせ

　４月から町体育館の休館日が木曜日になりま

す。また、これに合わせ開館時間を下記の通り

変更します。

日曜日　　　９時～１７時

月曜日　　１３時～２１時

火曜日　　１３時～２１時

水曜日　　１３時～２１時３０分

木曜日　　　　【休　館　日】

金曜日　　１３時～２１時

土曜日　　　９時～１７時

※祝日の翌日の休館及び年末年始の休館は従来

　通りとなります。

第８次社会教育中期計画を

策定しました

　本町の今後５年間（令和３年度～令和７年度）

の社会教育推進の指針となる社会教育中期計画

を策定しました。今回の計画は第８次となり、

第５期佐呂間町総合計画に沿った計画になって

います。計画書は町の施設に配置するほか、町

ホームページに掲載しています。また、概要版

は町広報と一緒に全戸配布しますのでご覧くだ

さい。

　新型コロナウイルスの影響により延期してい

た成人式を下記の日程で開催します。感染拡大

防止のため、成人対象者１人につき父母の入場

を１名のみとさせていただきます。ご協力お願

いします。

◆日　時　５月２日（日）

　　　　　１４時３０分～１５時３０分

◆場　所　町民センター集会室

令和３年成人式のご案内

　アラスカでは四季とは別に、冬と春の間に

「b
ブ レ イ ク

reak u
アップ

p s
シ ー ズ ン

eason」と呼ばれる季節があり

ます。この季節になると川の氷が砕け始め、川

が氾濫したり、雪が溶けて大きな水たまりが発

生し始めます。

　ちなみに「break up season」は氷が細か

く砕けることから名付けられました。
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　この補助金は、文化・スポーツの指導者資格

取得、更新及び技術力、競技力、指導力向上の

ための講習会開催等に係る費用を補助するもの

です。希望される団体は社会教育課までお問合

せください。

◆対象団体

　構成員の過半数が町民である下記の団体

　・スポーツ協会、スポーツ少年団本部、文化

　　連盟、及びその加盟団体

　・指導者を含め５名以上で構成され、１年以

　　上活動を継続している団体

　・町内の中学校及び高等学校における部活動

◆対象事業

　①上記団体等が実施する講習会又は実技指導

　　を実施する事業（講師謝礼）

　②上記団体等の関係団体が主催する講習会又

　　は実技指導を実施する事業への参加（旅費）

　③上記団体等の指導者の指導力向上のための

　　講習会又は実技指導及び指導者若しくは団

　　体が大会等に参加するために必要な審判員

　　としての資格取得・更新又は登録のために

　　必要な講習会又は実技指導を実施する事業

　　への参加（旅費）

◆対象期間　令和３年４月～令和４年３月に実

　　　　　　施される事業

◆問 合 せ　社会教育課（℡２－１２９５）

文化スポーツ活動促進事業費補助金

を利用しませんか

　教育委員会では、教育相談を実施しています。

児童生徒が抱える学校生活の様々な不安や悩み

ごとについて、早期に発見し対応することが大

切です。ご家庭だけで悩まず、解決の糸口を専

門家と一緒に見つけて

いきましょう。いつで

も相談をお受けしてい

ます。

◆相談窓口　管理課

　（℡２－１２９４）

教育相談のご案内

　令和３年度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。皆さんの応募をお

待ちしています。

◆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するもの

　・広く町民を対象とするもの

◆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

◆問 合 せ　社会教育課（℡２－１２９５）

佐呂間町芸術文化支援事業

のお知らせ

　佐呂間町では、小学生・中学生を対象に日本

漢字能力検定と実用英語技能検定の検定料を助

成しています。検定料助成をご希望の方は、下

記のとおり書類の提出をお願いします。

◆佐呂間中学校会場で受検する場合

　佐呂間中学校長宛に委任状を提出すると、中

　学校で町の助成金を利用して検定料の支払い

　をします。委任状は各小中学校にあります。

◆佐呂間中学校以外で受検する場合

　各検定を受けた後に検定料がわかる書類と検

　定を受けたことが確認できる書類（合否の決

　定通知書等）を添付し、教育委員会管理課に

　申請してください。

◆問 合 せ　管理課（℡２－１２９４）

検定料助成のご案内
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　４月２３日の「子ども読書の日」にあわせて、

しかけ絵本の展示を絵本コーナーで行います。

今年は新刊の「リラックマのポップアップ絵本」

も登場します。ページをめくると飛び出すしか

け・動くしかけを、ゆっくりお楽しみください。

◆展示期間　４月１３日（火）～４月２８日（水）

しかけ絵本展を開催します

《小説・文芸書》

・天使と悪魔のシネマ　　　小
お の で ら

野寺　史
ふみのり

宜／著

・灰の劇場　　　　　　　　　　恩
お ん だ

田　陸
りく

／著

・わんダフル・デイズ　　　　　横
よこぜき

関　大
だい

／著

《一般書》

・廃炉　　　　　　　　　　　　稲
いないずみ

泉　連
れん

／著

・こどもおうちあそび大全　　横
よこやま

山　洋
よ う こ

子／著

・経験　　　　　　　　　　　上
う え だ

田　晋
し ん や

也／著

《児童・青少年向け》

・すごい植物図鑑　　　　　稲
いながき

垣　栄
ひでひろ

洋／監修

・でんごんゲーム　　　　　宮
みやした

下　すずか／作

・Ｍガールズ　　　　　　　　濱
は ま の

野　京
きょうこ

子／著

《えほん》

・にくにくしろくま　　柴
し ば た

田　ケイコ／作・絵

・もしかして…　　　　クリス・ホートン／作

・ふきだしのフッキー　　ヨシダ　リュウタ／作・絵

今月の新着本

　１月１３日からスタートした「トレーニング

ミニ講座」が３月１０日をもって全８回の日程

を終了しました。今年度は違和感改善に向け

た「コンディショニング」や代謝改善のための

「筋力運動」、生活習慣病の予防・改善を目指す

「ウォーキング」などの講座を開催しました。

延べ６１名が参加し、参加者は体力づくりの重

要性を改めて感じていました。

　今年もプールシーズンの到来です。水泳はも

ちろん、生活習慣病予防・改善に効果的な水中

ウォーキング等もおすすめです。皆様のお越し

を心よりお待ちしています。

◆開設期間　５月１日（土）～１０月３１日（日） 

◆開館時間　・火～金　１３時～２１時

　　　　　　・土・日　１０時～１７時

　　　　　　※学校プール授業の期間（６月

　　　　　　　中旬～９月上旬）は火～金も

　　　　　　　１０時から開館します。

◆料　　金　・小中学生１回券　　　１００円

　　　　　　　回数券（６回分）　　 ５００円

　　　　　　・大人１回券　　　　　３００円

　　　　　　　回数券（６回分）　１, ５００円 

※その他の料金区分についてはお問合せくだ

　さい。（℡２－２２６１）

　また、ご利用の際は水着・タオル・スイミン

　グキャップをご用意ください。

５月１日より温水プールの営業

を再開します

正しい知識とトレーニング方法を

身に付けました
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　人形劇サークルぱんぷきんではメンバーを募

集しています。年齢・性別は問いません。気軽

に図書館までお問合せください。

（℡２－２２１５）

◆町体育館の休館日

　４月　１日（木）　　８日（木）　１５日（木）

　　　２２日（木）　２９日（木）　３０日（金）

※木曜日及び祝日の翌日休館（４月から変更に

　なりました）

◆スターの休館日

　４月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２６日（月）　３０日（金）　２９日（月）

※月曜日及び祝日の翌日休館

◆図書館の休館日

　４月　５日（月）　１２日（月）　１９日（月）

　　　２６日（月）　２９日（木）　３０日（金）

※月曜日・祝日及び月末図書整理日休館

各施設休館日のお知らせ

　２月１７日と３月５日の両日、人形劇サーク

ルぱんぷきんによる人形劇が若佐と佐呂間の両

保育所で上演されました。感染防止対策を講じ

たうえで上演された交通安全人形劇や音楽を交

えたパネルシアターに子どもたちからは歓声が

上がっていました。

　また、人形劇の開催にあたっては、協賛の森

永乳業佐呂間工場様から子どもたちにジュース

が届けられました。

保育所で人形劇を公演しました

曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

　４月１３日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２７日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

　　　 西中央公民館 13：50 ～ 14：10
　４月　６日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30
　　　２０日 若佐 消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

　４月　７日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00
　　　２１日 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

　４月１４日

　　　２８日

浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

木

曜

日

   ４月　８日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25
　　　２２日 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

　４月１５日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

あおぞら号巡回日程表

　４月から下記の停車場所について、あおぞら

号の巡回を休止します。また、休止にあわせて

巡回時間を変更しました。詳細は巡回日程表を

ご確認ください。

◆休止場所　・若佐コミュニティセンター前

　　　　　　・浜佐呂間活性化センター前

　　　　　　・知来　中原宅前

あおぞら号巡回場所の変更について

　本を借りる時は、利用者カードが必要です。

初めてご利用の方は利用者登録が必要になりま

すので、所定の用紙でお申し込みください。ま

た、お名前やご住所など登録内容が変わった場

合も、変更手続きをお願いします。

利用者登録をお願いします

※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。

※巡回順路・停車時間変更部分は太字で表記しています。
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