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世界一ワクワクする講演会

　町営スキー場では、今年度から安全に施設を

利用いただくことを目的とした、利用約款を制

定しました。約款については町ホームページの

『施設案内』→『スキー場の利用案内』欄で閲覧で

きます。この利用約款は本年１２月から実施され

ます。ご利用の際は、町ホームページまたはスキー

場ロッジ内掲示板で事前にご確認ください。

　遠軽町総合体育館で「世界一ワクワクする講

演会」と題して心理学とメンタルトレーニング

に関わる講演会が行われます。

　講師はテレビでも活躍されているメンタルト

レーナーの大嶋啓介氏で、部活動や少年団等の

指導者向けと、一般や小中高生向けの講演が２

日間の日程で開催されます。

　佐呂間町在住者は無料で講演会に参加できま

すので、興味のある方はぜひご参加ください。

◆日程

　①８月２７日（金）　１９時～２０時半

　　「世界一ワクワクする最高のチームづくり」

　　部活動や少年団等の指導者、学校の先生が

　　対象

　②８月２８日（土）　１０時～１１時半

　　「世界一ワクワクする最高の毎日」

　　一般、子供が対象

◆会場：遠軽町総合体育館

◆問い合わせ先

　櫻井鍼灸整骨院　TEL0158-46-3858

佐呂間町営スキー場
利用約款の制定について

　本年度から新たな事業として「佐呂間高校生

フォトコンテスト」がスタートしました。

　本コンテストでは、佐呂間の魅力を発信でき

るような「佐呂間の風景」をテーマに、夏休み期

間中や放課後の時間を利用し、全校生徒が写真

撮影に取り組みます。応募の際には、写真とと

もにまちづくりについて町への提案も書き添え

てもらいます。

　６月２９日には、佐呂間町出身のプロ写真家

で札幌を拠点に活躍する岸本日出雄氏を講師に

招き、生徒を対象に写真撮影技術について講演

していただきました。

　講演では、岸本氏が撮影した写真などを見本

にしながら、構図や逆光の上手な使い方など撮

影のコツを伝授していただきました。

　写真の募集期間は９月末までとしており、

１０月には町内で作品展を実施する予定です。

　スマホを片手に写真を撮影している生徒を見

かけましたら、暖かく見守っていただけたらと

思います。

佐呂間高校生フォトコンテストが
スタートしました！



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

　毎週土曜日１４時から、絵本コーナーで絵本

の読み聞かせ事業「おはなし広場」を行っていま

す。参加ごとにスタンプを押し、５つたまると

景品がもらえます。

※感染防止対策のため、マスクを着用し、間隔

　を空けて読み聞かせを行います。

曜

日
巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

８月　３日 佐呂間小学校（３１日のみ） 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

８月１０日 佐呂間小学校（２４日のみ） 10：10 ～ 10：30

２４日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

８月１１日 浜佐呂間小学校（２５日のみ）12：40 ～ 13：00

２５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 14：25 ～ 14：35

佐呂間高校（２５日のみ） 15：20 ～ 15：35

木

曜

日

８月１２日 若佐小学校（２６日のみ） 10：10 ～ 10：25

２６日 ふれあいインサロマ 10：30 ～ 10：50

佐呂間中学校（２６日のみ） 12：45 ～ 13：05

夢ふうせん 13：20 ～ 13：40

８月１９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。

今月の新着本

　図書館では平成２２年から、赤ちゃんと保護

者に絵本を開く楽しい体験とともに絵本を手渡

す、ブックスタート事業を行っています。

　９・１０ヶ月の乳幼児健康診査の健診前に、

ボランティアの方が読み聞かせを行い、親子一

緒に絵本を楽しみ、心ふれあう時間の大切さを

伝えています。

　また、絵本の選び方

などのご相談もお受け

します。育児書や料理

本も数多くありますの

で、お気軽に図書館ま

でお越しください。

ブックスタートを行っています

《小説・文芸書》

・緊急事態下の物語 　　尾
お ざ き

崎　世
せ か い か ん

界観／他著

・竜とそばかすの姫　　　　　　細
ほ そ だ

田　守
まもる

／著

・まりも日記　　　　　　　　真
ま り

梨　幸
ゆ き こ

子／著

《一般書》

・私たちの真実　　　　　カマラ・ハリス／著

・ラクしておいしい台所術　　主婦の友社／編

・ぼくのお父さん　　　　　　矢
や べ

部　太
た ろ う

郎／著

《児童・青少年向け》

・防災ハンドメイド　　　　　　辻
つじ

　直
な お み

美／著

・チバニアン誕生　　　　　　　岡
お か だ

田　誠
まこと

／著

・Ｆができない　　　　　　　升
ま す い

井　純
じゅんこ

子／作

《えほん》

・うそ　　　　　　　　　　谷
たにかわ

川　俊
しゅんたろう

太郎／詩

・パンダツアー　　　　　のはな　はるか／著

・にげてさがして　　ヨシタケ　シンスケ／著

おはなし広場で絵本との出会い



【児童書】「校長先生、ちょっとこわくて

　　　　　　　　　　ふしぎな話を聞かせて」

　　　　竹
たけみや

宮　竜
りょう

／作　クリハラ　タカシ／絵

図書館からのおすすめ 「夏に読みたい怖い話」

　結婚し、子どもが生まれたばかりの田中秀樹

のもとに訪れた謎の訪問者。応対した部下は原

因不明の不調で退職し、秀樹の周辺でも怪異な

出来事が頻発する。姿なき訪問者はついに秀樹

の自宅にまで迫り…。果たしてその正体とは。

　ぼくが通う小学校では、月に２回土曜日に学

習会がある。ぼくと幼なじみが選んだのは、校

長先生の「ちょっとこわくてふしぎな話」の講座

だ。不気味な似顔絵や人面おできなど、本物の

元校長先生が書いた、不思議で怖い話が８編収

録。

【小説】「ぼぎわんが、来る」

　　　　　　　　　　　　　　澤
さわむら

村　伊
い ち

智／著

　主人公てっちゃんは、バス停でおもちゃを拾

います。でも欲しかったおもちゃだったので、

こっそり持ってバスに乗り込みます。ところが

バスはいつもと様子が違っていて、「次はじご

くの１丁目です」というアナウンスが聞こえて

きて…。

【絵本】「じごくバス」

　　　　　　有
あ り た

田　奈
な お

央／作　安
あんらく

楽　雅
ま さ し

志／絵

　「親指さがしって知ってる？」由美が聞きつけ

てきた噂話をもとに、武たち５人の小学生が遊

び半分で始めたゲーム。しかし、そのゲームが

終わったとき、そこに由美の姿はなかった。そ

れから７年後、事件の真相を求めて４人は再び

「親指さがし」を行うが…。

【小説】「親指さがし」

　　　　　　　　　　　　　　山
や ま だ

田　悠
ゆうすけ

介／著



　５月から開始した元気アップスイミングジュ

ニアコース（１～３年生）が７月１６日をもって

全日程を終了しました。

　全４クラス計３１名の生徒たちは水慣れから

クロール息継ぎまでの練習をレベル毎のクラス

に分かれ、実施しました。コロナ禍の影響によ

り１０回を予定していた練習が５回となり、思

うように練習を進めることができませんでした

が、様々な活動が制限される状況の中で子ども

達は力一杯練習に励んでいました。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　個人でも効果的に水泳の練習や水中運動が実

施できるよう、写真付きのメニュー表を用意し

ています。どうぞお気軽にご活用ください。

　しばらくプールから遠ざかっている方も、こ

の機会にプールの利用を再開しませんか。

◆設置期日：１０月３１日（日）まで

◆利用対象：中学生以上のプール個人利用者

◆配布メニュー（各メニュー５回分）

　◎水中運動メニュー

　◎初歩のクロールメニュー

　◎クロール息継ぎメニュー

◆練習の実施要領

　①プール監視員室付近にメニュー表を設置し

　　ています。お好みのメニュー表をご自由に

　　お取りください。

　②ご自身のペースで、メニュー表を見ながら

　　練習を進めください。（１メニューあたり

　　３０分～４５分程度の内容）

　③終了後はメニュー表をビート板ラック右の

　　「物品返却かご」へ戻してください。

プール個人練習用
メニューをご活用ください！

元気アップスイミング
「ジュニアコース」が終了しました

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　８月　５日（木）　 　９日（月）　 １２日（木）

　　　１９日（木）　 ２６日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　８月　２日（月）　 　９日（月）　 １０日（火）

　　　１６日（月）　 ２３日（月）　 ３０日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　８月　２日（月）　 　８日（日）　 　９日（月）

　　　１６日（月）　 ２３日（月）　 ３０日（月）

　　　３１日（火）

８月の各施設の休館日

水中に沈んでい

るお宝めがけて

猛ダッシュ！

プールサイドで

１列になって

バタ足の練習
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