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　ブッシュクラフトとは、あえて便利な道具は

使わずに、極力自然の中にある素材を利用し、

最小限の道具でアウトドアを楽しむキャンプス

タイルです。今回はそんなブッシュクラフトで

「火おこし」を体験します。自然の中で楽しく遊

びながら、生きる力を身に着けてみませんか。

最後には、自分たちで大きく育てた焚火で、食

材を焼いて食べましょう！

◆日　　時　１０月１６日（土）

　　　　　　１３時～１５時３０分

◆場　　所　総合グラウンド野球場横（墓地側）

　　　　　　※１２時５０分までに現地集合

　　　　　　※雨天・強風時は総合公園バーベ

　　　　　　　キューハウスで実施

◆対　　象　町内小学４～６年生の児童

◆参 加 料　無料

◆定　　員　１５名　

　　　　　　※超過の場合は抽選となります

◆申込方法　学校を通じてチラシを配布します

　　　　　　ので、１０月５日（火）までに申込

　　　　　　書を学校へ提出するか、社会教育

　　　　　　課へ電話でお申し込みください。

◆お問い合わせ　社会教育課社会教育係

　　　　　　　　（TEL2-1295）

今年のわんぱく広場は
「ブッシュクラフト」を体験！

　今年も効果的なウォーキング方法のレッスン

とスター周辺コースのウォーキングを実施しま

す。ゲンキマイレージ対象事業となっておりま

すので、友人や家族とぜひご参加ください。

◆日　　時　１０月１０日（日）

　　　　　　１３時３０分～１５時

　　　　　　※１３時から受付開始

◆コ　ー　ス　スター周辺

◆集合場所　スター（武道館）

◆内　　容　ウォーキングレッスン

　　　　　　ウォーキング

　　　　　　・基本コース　約２. ５㎞

　　　　　　・ショートコース　約２㎞

◆申込期間　９月２４日（金）まで

◆参　加　料　無料

◆定　　員　２０名

　　　　　　※超過の場合は抽選となります

◆そ　の　他

　・小学生以下は保護者同伴とします。中・高

　　生は保護者の同意が必要です。

　・雨天の場合はスター武道館で実施します。

　・飲み物、タオル等必要な方は各自でご用意

　　ください。

　・本事業ではスポーツ保険等に加入していま

　　せん。必要な方は各自加入願います。

　・マスクを着用するなど新型コロナウイルス

　　感染症対策にご協力ください。

◆申　込　先　社会教育課社会体育係

　　　　　　（TEL2-1295）

さろま健康ウォーキング
で歩き方を見直しませんか？
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　小学生を対象に、体を動かしながら楽しめる

４つのプログラムを用意しています。すべての

チャレンジに参加すると景品とゲンキマイレー

ジがもらえます。ぜひご参加ください。

◆日　　時　１０月１０日（日）

　　　　　　１０時～１２時

◆対　　象　町内の小学生

◆場　　所　スター（武道館）

◆申込期間　９月２４日（金）まで

◆参 加 料　無料

◆定　　員　４０名

　　　　　　※超過の場合は抽選となります

◆申 込 先　社会教育課社会体育係

　　　　　　（TEL2-1295）

スポーツチャレンジ DAY で
身体を動かそう！

　札幌市出身で、１９７４年にふきのとう「白

い冬」でデビューした山木康世さんのコンサー

トが町民センターで開催されます。数々の名曲

を歌い続けてきた山木さんが、この度佐呂間町

をテーマにした新曲を書きおろしました。学生

時代を佐呂間町で過ごしたバイオリニストの杉

田知子さんをゲストに、新曲を含めた名曲を歌

い上げます。ぜひご来場ください。

◆日　　時　１０月９日（土）

　　　　　　開場１５時３０分　開演１６時

◆場　　所　町民センター

◆チケット代　町民　　：２，０００円

　　　　　　町民以外：３, ０００円

　　　　　　※中学生以下は成人同伴の場合無料

◆チケット販売所　社会教育課

　　　　　　　　　町民センター

　　　　　　　　　老人福祉センター

　　　　　　　　　佐呂間整骨院

　　　　　　　　　押野商会

　　　　　　　　　おひさま

　　　　　　　　　サウンド＆ビデオＢＡＢＡ

　　　　　　　　　さろまにあん

　　　　　　　　　すみやかっぱ

　　　　　　　　　井田漁業

◆お問い合わせ　　ノースワークス　川口

　　　　　　　　　（TEL080-3503-3813）

山木康世佐呂間町コンサート
～佐呂間町芸術文化支援事業～

　サポーターバンクは、これまでの生活や仕事

の中で培ってきた様々な技術や知識、経験など

を持ったサポーター（指導者）が、あなたの「学

び」をお手伝いします。「こんな事を学んでみた

い！」「教えてもらえないかな？」と思ったらご

相談ください。

　また、サポーターの新規登録についても随時

募集しています。「こんな事ならお教えできま

す」「あんな事ならお手伝いできます」と思った

らぜひご登録をお願いします。詳細については

下記のＱＲコードから町ホームページをご覧く

ださい。

　　　　　　　　　　　　　↓ＱＲコード

「佐呂間町サポーターバンク」
を活用しませんか



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

　「２０歳の２０冊」事業の本が令和３年新成人

に送付されました。

　平成２５年１月から実施している本事業は、

読書を通じて自立した社会人になってほしいと

いうメッセージを届けることを目的としていま

す。今年は残念ながら成人式は中止となってし

まいましたが、新成人に本をお届けすることが

できました。

曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

９月１４日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

２８日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

９月　７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

９月　８日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２２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 15：20 ～ 15：35

９月　１日

９月１５日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

９月２９日

木

曜

日

９月　９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

９月　２日

１６日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

３０日

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

　７月 2 ７日から８月１５日までの夏休み期

間中、「図書館においでよ！わくわくスタンプ

ラリー」を開催しました。

　１１３名の子どもたちが参加し、様々なミッ

ションにチャレンジしてスタンプを集め、本の

探し方や調べ学習の仕方などを楽しみながら学

ぶことができました。

　たくさんのご参加ありがとうございました。

スタンプラリーを行いました

《小説・文芸書》

・兵諌　　　　　　　　　　　浅
あ さ だ

田　次
じ ろ う

郎／著

・琉球警察　　　　　　　　　　伊
い と う

東　潤
じゅん

／著

・明日は結婚式　　　　　　　小
しょうじ

路　幸
ゆ き や

也／著

《一般書》

・死者の告白　　　　　　　　奥
お く の

野　修
しゅうじ

司／著

・かおり的家ご飯　　　　　桃
も も い

井　かおり／著

・ねえ、ぴよちゃん　６　　　青
あおぬま

沼　貴
た か こ

子／著

《児童・青少年向け》

・妖怪バトル＆大図鑑　　　村
むらかみ

上　健
け ん じ

司／監修

・こども環境学　　　　　　朝
あさおか

岡　幸
ゆきひこ

彦／監修

・万葉恋ばな　　　　　　　みずの　まい／著

《えほん》

・妖怪俳句　　　　　　　石
い し づ

津　ちひろ／俳句

・うさぎのふうせん　　つしま　せつこ／さく

・おやすみルーシー　　　　　　ルーシー／文

新成人に本が送付されました



　７月２０日から８月４日にかけて、令和４年

度に小学１年生となる子ども達を対象に元気

アップスイミング「ちびっこコース」を開催しま

した。

　２クラス合計１７名の子ども達はプール利用

時のルールやマナーを学ぶとともに、水慣れや

浮き身など初歩の水泳を３日間の日程で学びま

した。初日のレッスンでは息こらえに苦戦する

生徒も見られましたが、最後まで元気いっぱい

泳ぎ切りました。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　脳を活性化させる「シナプソロジー」、動きや

すい体をつくる「コンディショニング」、効率よ

く脂肪を燃焼させる「エアロビクスダンス」等を

組み合わせ、コロナ禍により低下した様々な身

体機能の回復を目指します。どうぞお気軽にご

参加ください。

◆日　　時　１０月１日、８日、１５日、２２日

　　　　　　（毎週金曜日　全４回）

　　　　　　１４時～１５時

◆場　　所　スター（武道館）

◆対　　象　成人女性

　　　　　　（体力に自信のない５０代～６０代

　　　　　　の方におすすめです）

◆定　　員　２０名（定員になり次第締め切り）

◆内　　容　シナプソロジー

　　　　　　（脳活性化プログラム）

　　　　　　コンディショニング

　　　　　　（機能改善体操・体幹トレーニング）

　　　　　　初心者向けエアロビクスダンス等

◆効　　果　脳の活性化、脂肪燃焼、筋肉の引

　　　　　　締め、代謝の改善、肩や腰の違和

　　　　　　感改善、生活習慣病の予防・改善、

　　　　　　ストレスの発散等

◆講　　師　鷲　美幸インストラクター

◆申込方法　スター受付又は電話で受付中

　　　　　　（TEL2-2261）

「元気回復かんたん運動教室」
参加者募集のお知らせ

元気アップスイミング
「ちびっこコース」が終了しました

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　９月　２日（木）　 　９日（木）　 １６日（木）

　　　２１日（火）　 ２２日（水）　 ２３日（木）

　　　２４日（金）　 ３０日（木）

　※２２日は特別清掃実施のため休館

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　９月　６日（月）　 １３日（月）　 ２０日（月）

　　　２１日（火）　 ２４日（金）　 ２７日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　９月　６日（月）　 １３日（月）　 ２０日（月）

　　　２１日（火）　 ２３日（木）　 ２７日（月）

　　　３０日（木）

９月の各施設の休館日

　９月１日（水）をもってプールの夏期営業期間

が終了となり、９月２日（木）からプールの開館

時間が下記のとおり変更となります。

　〇火～金　１３時～２１時

　〇土・日　１０時～１７時

　今年度の温水プールの営業は１０月３１日

（日）までです。引き続きどうぞご利用ください。

９月２日（木）から温水プールの
開館時間が変更となります
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