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　新型コロナウイルス感染拡大防止対策により

社会教育施設、体育施設を一部利用制限や利用

中止とさせていただく場合があります。

　今後の開館状況などは、町ホームページでご

案内しますので、その都度ホームページまたは

お電話でご確認ください。

　また、社会教育事業、各施設の事業について

も、中止・変更になる場合がありますので、ご

確認の上、参加願います。

☆町ホームページＵＲＬ

　https://www.town.saroma.

　hokkaido.jp/

　右記ＱＲコードからもアクセス

　することができます。

　スポーツ推進委員企画事業「さろま健康

ウォーキング」を今年度も開催します。

　今年は木のトンネルコースとして浜佐呂間

からキムアネップ地区を歩きます。効果的な

ウォーキング方法のレッスンも実施します。

　友人やご家族とぜひ、ご参加ください。

◆日　　時：６月２０日（日）１０時～１２時

◆コ　ー　ス：浜佐呂間漁港前

　　　　　　　　　～キムアネップキャンプ場

◆集合場所：◎送迎希望者　

　　　　　　　役場前　９時２５分集合

　　　　　　◎現地集合希望者

　　　　　　　キムアネップキャンプ場駐車場

　　　　　　　　　　　９時５０分集合

◆内　　容：ウォーキングレッスン

　　　　　　ウォーキング

　　　　　　　基本コース　約３㎞

　　　　　　　ショートコース　約２㎞

◆申　　込：６月１１日（金）まで

◆参　加　料：無料

◆定　　員：３０名　※超過の場合抽選

◆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。

　・雨天中止とします。（前日または当日の８

　　時３０分までに電話連絡します。）

　・飲み物、タオル等必要な方は各自でご用意

　　ください。また、マスクを着用するなど感

　　染症対策にご協力ください。

　・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。

◆申　込　先：社会教育課　ＴＥＬ 2-1295

新型コロナウイルス感染拡大
防止対策にかかる対応について

さろま健康ウォーキングの開催

　例年、保育所児童および一般親子を対象に実

施していた「ミニコンサート」ですが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大をうけて、６月１６日

の開催は中止としました。

　楽しみにしていた皆さんには申し訳ございま

せんが、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。

　今後、新型コロナウイルスの感染状況を見な

がら開催方法を協議・検討します。開催する際

には、夢つうしんや保育所等を通してお知らせ

します。

ミニコンサート中止のお知らせ



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

◆展示期間：６月１１日（金）～２６日（土）

　館内会議室で、小学校・中学校・高校で来年

度使用予定の教科書を展示します。

教科書を展示します

　絵本「たぬきの花よめ道中」（最上　一平　作・

町田　尚子　絵・岩崎書店　刊）の原画展を開催し

ます！

　都会へよめいりするたぬきの花よめを描いた

かわいらしい絵本の、貴重な原画の数々を間近

で見られます。

　みなさんの来館をお待ちしています。

◆開催期間：６月１８日（金）　～２９日（火）

　※２１・２８日は休館

◆開催場所：図書館一般

　　　　　　閲覧室

　　　　　　（入場無料）

絵本原画巡回展
「たぬきの花よめ道中」

　北海道新聞、読売新聞、朝日新聞、日本経済

新聞の４紙と、３６種類の雑誌を閲覧いただけ

ます。

　この度雑誌の入替を行い、週刊文春、ＢＲＵ

ＴＵＳ、ＬＤＫの３誌をお読みいただけるよう

になりました。

　雑誌は、最新号以外はいつでも貸出できます。

最新情報を新聞・雑誌で

曜
日

巡回日 巡回順路 停車時間

火

曜

日

６月　８日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

２２日 宮前団地 13：20 ～ 13：40

西中央公民館 13：50 ～ 14：10

６月　１日 佐呂間小学校 10：10 ～ 10：30

１５日 若佐消防 13：10 ～ 13：30

２９日 若佐保育所 13：35 ～ 13：50

水

曜

日

６月　２日 浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

１６日 浜佐呂間汐見　類家宅前 13：05 ～ 13：20

３０日 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 15：15 ～ 15：30

６月　９日
浜佐呂間小学校 12：40 ～ 13：00

２３日

木

曜

日

６月　３日 若佐小学校 10：10 ～ 10：25

１７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

６月１０日
若佐小学校 10：10 ～ 10：25

２４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

《小説・文芸書》

　田舎のポルシェ　　　　　　篠
し の だ

田　節
せ つ こ

子／著

　沈黙の終わり　上・下　　　堂
ど う ば

場　瞬
しゅんいち

一／著

　白鯨　　　　　　　　　　　　夢
ゆめまくら

枕　獏
ばく

／著

《一般書》

　体がバテない食薬習慣　　　大
お お く ぼ

久保　愛
あい

／著

　しあわせ貯金生活　　　　　　　ぽち。／著

　お笑い世代論　　　　　　　ラリー遠
と お だ

田／著

《児童・青少年向け》

　５分後に絆のラスト　　　　エブリスタ／編

　さいごのゆうれい　　　　　　斉
さいとう

藤　倫
りん

／著

　けんだましょうぶ　　にしひら　あかね／作

《えほん》

　へんしんどうぶつえん

　　　　　　　　　あきやま　ただし／作・絵

　ものおもう　　　　　　　　新
あ ら い

井　洋
ひろゆき

行／作

　どんめくり　　　　　　　やぎ　たみこ／作



児童書部門

第１位　『鬼滅の刃』　　　吾
ごとうげ

峠　呼
こ よ は る

世晴／原作

図書館からのおススメ
令和２年度中に最も多く読まれた本…貸出ベスト５！

第２位　『少年と犬』 　　　　　馳
はせ

　星
せいしゅう

周／著

第３位　『鬼滅の刃』 　　吾
ごとうげ

峠　呼
こ よ は る

世晴／原著

第４位　『家族じまい』　　　　桜
さくらぎ

木　紫
し の

乃／著

第５位　『焦眉』　　　　　　　　今
こ ん の

野　敏
びん

／著

第２位　『本当に怖い話 MAX』

　　　　　　　　　　　　　宮
みやざき

崎　敦
あ つ し

司／監修

第３位　『夢をかなえる時間の使い方 BOOK』

　　　　　　　　　　　　高
たかとり

取　しづか／監修

第４位　『すみっコぐらしひみつじてん』

　　　　　　　　サンエックス株式会社／監修

第５位　『うわさの怪談タタリ』

　　　　　　　　　　　　　魔
ま や

夜　妖
よういち

一／監修

第２位　『身のまわりのもので

　　　　　　　　　　　できる手作りマスク』

第３位　『すごい収納用品、すごい１００円

　　　　　グッズの使い方図鑑』m
む じ っ こ

ujikko／著

第４位　『スロウ２０２０年冬号』

第５位　『るるぶドライブ北海道

　　　　　　　　　　　　ベストコース’21』

小説・文学部門

第１位　『クスノキの番人』　　東
ひがしの

野　圭
け い ご

吾／著

一般書部門

第１位　『iPhone芸人かじがや卓哉の超スゴい

　　　　　iPhone』　　　かじがや　卓
た く や

哉／著

第２位　『おまるちゃん』

　　　　　　　　　　きたがわ　めぐみ／作絵

第３位　『映画プリキュアミラクルリープ

　　　　　　　　　みんなとの不思議な１日』

第４位　『アンパンマンとにこにこぎゅっ』

　　　　　　　　　　　やなせ　たかし／原作

第５位　『くだものさん』　

　　　　　　　　　　　t
つ ぺ ら

upera t
つ ぺ ら

upera／さく

絵本部門

第１位　『やさいさん』　t
つ ぺ ら

upera t
つ ぺ ら

upera／さく



　長期化するコロナ禍により活動量が減少し、

体力の低下が懸念されています。

　スターでは新型コロナウイルス感染拡大防止

策を講じながら、プールを営業しています。

　体力の維持・増進のため、ぜひプールをご活

用ください。

◆水泳やウォーキング等の「有酸素運動」

　心肺機能の向上と脂肪燃焼効果があります。

　また、継続的な実施により生活習慣病の予防、

　改善効果が期待できます。

◆水の抵抗を利用した「筋力運動」

　基礎代謝を向上させ、脂肪がつきにくい体を

　つくります。また、筋量を増加させることで

　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を

　予防します。

◆ストレッチ等の「柔軟体操」

　水中でのストレッチ体操により関節可動域を

　広げ、傷害予防と動きやすい体をつくります。

　また、水圧による血流促進効果により、疲労

　回復や違和感の改善効果も期待できます。

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」

TEL  2-2261 ／ FAX  2-1461

　現在、参加者を募集中です。第 1 期につい

ては現在開催中ですが、途中からでも受け付

けていますので、どうぞお気軽にご参加くださ

い。

◆期日および開催クラス

　◎第１期

　　開催期間：～７月１５日（木）【現在開催中】

　　　　　　　各クラス　全１０回

　　Ａクラス（初心者～初級者向け）

　　　らくらく水中運動／毎週水曜日

　　Ｂクラス（初心者～初級者向け）

　　　はじめてのクロール／毎週木曜日

　◎第２期

　　開催期間：8 月１８日（水）

　　　　　　　　　　　　～１０月２１日（木）

　　　　　　　各クラス　全１０回

　　Ｃクラス（初級者～中級者向け）

　　　からだすっきり水中運動／毎週水曜日

　　Ｄクラス（初級者～中級者向け）

　　　クロールレベルアップ／毎週木曜日

◆開催時間

　水曜日：１８時３０分～１９時１５分

　木曜日：１８時３０分～１９時３０分

◆対象：中学生以上

◆定員：各クラス１０名

　　　　（定員になり次第締め切り）

◆申込方法：電話（TEL： 2-2261）または

　　　　　　スター受付にてお申し込みくださ

　　　　　　い（申込受付中）

「元気アップスイミング」
マスターズコースのご案内

今こそ、プールへ

水泳および水中運動の効果

開設期間：１０月３１日（日）まで

開館時間：火～金　１３時～２１時

　　　　　※学校プール授業期間（６月中

　　　　　　旬～ 8 月下旬）は１０時開館

　　　　　土・日　１０時～１７時

※使用料等についてはお問合せください

プールのご利用案内

◆町体育館（木曜日・祝日の翌日休館）

　６月　３日（木）　 １０日（木）　 １７日（木）

　　　２４日（木）

◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）

　６月　７日（月）　 １４日（月）　 ２１日（月）

　　　２８日（月）

◆図書館（月曜日・祝日・月末図書整理日休館）

　６月　７日（月）　 １４日（月）　 ２１日（月）

　　　２８日（月）　 ３０日（水）

６月の各施設の休館日
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