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屋外体育施設のご案内
【各施設共通事項】
◆期
間：１１月６日（日）まで（予定）
◆使 用 料：各施設とも高校生以下は無料
※団体で利用する場合は、事前に社会教育課に
お申し込み願います。
【テニスコート（若佐・佐呂間・浜佐呂間）】
◆使 用 料：１００円（１名）
◆利用券購入場所
・若
佐：若佐支所
・佐 呂 間：体育館
・浜佐呂間：浜佐呂間出張所
◆夜間照明（佐呂間のみ利用可能）
・期
間：６月１日（水）から
・時
間：日没～午後９時
・使 用 料：５０円
・利用方法：体育館管理人へお申し出くださ
い。（体育館休館日、土・日曜
日は使用できません）
【ゲートボール場（若佐・佐呂間）】
◆使 用 料：無料

【野球場・ソフト球場】
◆使 用 料
・野球場 １日／１，０００円
３時間未満／５００円
・ソフト球場（１面） １日／５００円
３時間未満／２５０円
◆夜間照明（ソフトボール場のみ利用可能）
・期
間：６月１日（水）から
・時
間：日没～午後１０時
・使 用 料：３０分／３００円
・利用方法：施設利用申請時にお申し込みく
ださい。
【多目的広場（１００年広場）】
◆使 用 料：１日／半面 ２５０円
全面 ５００円
３時間未満／半面 １００円
全面 ２００円
芝生再生作業のため多目的広場の半面を
一定期間、利用禁止とします。
◆利用禁止期間：５月中頃～９月末（予定）

佐呂間小学校

線
呂間
士佐
富武
道道

多目的広場
利用禁止

【パークゴルフ場（若佐 ･ 佐呂間 ･ 浜佐呂間）】
◆使 用 料（１名）
・１ 日 券： ３００円
・シーズン券：４，０００円
◆利用券購入場所
・１ 日 券：各パークゴルフ場に設置して
いる券売機
・シーズン券：社会教育課、スター、若佐支
所、浜佐呂間出張所

◆夜間照明（佐呂間のみ利用可能）
・期
間：６月１日（水）から
・時
間：日没～午後９時

あおぞら号巡回日程表
曜 日
火 曜 日

図書館：TEL2-2215 ／ FAX2-2632
WebOPAC（所蔵検索URL）
https://ilisod001.apsel.jp/saromalib/
wopc/pc/pages/TopPage.jsp

巡回日

巡回順路

５月１０日 佐呂間小学校

10：10 ～ 10：30

２４日 宮前団地

13：20 ～ 13：40

西中央公民館

13：50 ～ 14：10

５月１７日 佐呂間小学校

10：10 ～ 10：30

３１日 若佐消防

13：10 ～ 13：30

若佐保育所

蔵書点検による臨時休館

停車時間

５月１８日 浜佐呂間小学校

13：35 ～ 13：50
12：40 ～ 13：00

浜佐呂間汐見 類家宅前 13：05 ～ 13：20

２５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

15：20 ～ 15：35

浜佐呂間小学校

12：40 ～ 13：00

５月１９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１２日 若佐小学校

10：10 ～ 10：25

／

※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。
※３１日（火）は休館ですが、あおぞら号は巡回
します。

今月の新着本

／

図書館では、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
閲覧できます。
この度雑誌の入替を行い、女性誌ＭＯＲＥ、
育児誌クーヨンの２誌を取り扱い始めました。
雑誌は最新号以外いつでも貸出できます。

５月１１日

木 曜 日

最新情報を新聞・雑誌で入手

水 曜 日

図書館と役場若佐支所・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、５
月２６日（木）から３１日（火）まで臨時休館とし
ます。休館中はご迷惑をおかけしますが、ご理
解くださいますようお願いします。
６月１日（水）から開館します。

《小説・文芸書》
あかがわ
じろう
花嫁、街道を行く
赤川 次郎／著
かわむら
げんき
おしゃべりな部屋
川村 元気／著
せ お
夏の体温
瀬尾 まいこ／著
《一般書》
さとう
まさる
佐藤優の地政学入門
佐藤 優／監修
もりした
脱ペーパードライバー
森下 えみこ／著
うめむら
たつ
派遣添乗員ヘトヘト日記
梅村 達／著
《児童・青少年向け》
たけるべ
のぶあき
神話最強王図鑑
健部 伸明／監修
お が の
みのる
はたらくくるま
小賀野 実／監修
とみやす
ようこ
タヌキの土居くん
富安 陽子／作
《えほん》
すずき
ぼくのねこ
鈴木 のりたけ／作・絵
たかやま
おにぎりをつくる
高山 なおみ／文
ごめんねゆきのバス むらかみ さおり／作

NEW／
『ＭＯＲＥ』
女性向けのファッ
ション情報誌

NEW／
『クーヨン』
育児の悩み、子ど
もの健康、社会の
動きを捉えて特集

図書館からのおススメ
令和３年度中に最も多く読まれた本…貸出ベスト５！
《小説・文学部門》
第１位『白鳥とコウモリ』

ひがしの

け い ご

東野

圭吾／著

第２位『５２ヘルツのクジラたち』
ま ち だ
町田 そのこ／著
う さ み
第３位『推し、燃ゆ』
宇佐見 りん／原著
みなみ
きょうこ
第４位『いのちの停車場』
南 杏子／著
こ ん の
びん
第５位『暮鐘』
今野 敏／著

《児童書部門》
第１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２位『鬼滅の刃ノベライズ１』
ごとうげ
こ よ は る
吾峠 呼世晴／原作
第３位『水中最強王図鑑』
G.Masukawa ／監修
第４位『鬼滅の刃ノベライズ２』
ごとうげ
こ よ は る
吾峠 呼世晴／原作
第５位『サンリオキャラクターズひみつずかん』

《一般書部門》
第１位『ＨＯ（ほ）２０２１年２月号』

第２位『ＨＯ（ほ）２０２１年９月号』
第３位『札幌 富良野・小樽・旭山動物園』
第４位『スロウ２０２１年初夏号』
第５位『志麻さん式定番家族ごはん』
し ま
タサン志麻／著

《絵本部門》
第１位『パンどろぼう』

し ば た

柴田

ケイコ／作

第２位『ポコポコゼリー』さかい さちえ／作
たかばたけ
な お
第３位『バナナじけん』
高畠 那生／作
第４位『レモンちゃん』さとう めぐみ／作絵
第５位『ノラネコぐんだん おばけのやま』
くどう
工藤 ノリコ／著

武道館・温水プール「ｓｔａｒ」
TEL2-2261 ／ FAX2-1461

元気アップ運動ひろば
（武道館開放事業）
親子での運動あそびから各種トレーニング利
用まで使い方はいろいろ！
◆期
日：毎週火曜日～日曜日
◆時
間：火・木）１０時～１８時
水・金）１０時～２１時
土・日）１０時～１７時
◆会
場：武道場
◆対
象：幼児から一般成人
（小学生以下は保護者同伴）
◆開放内容：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 : 専用使用等により開放期日、時間
が変更となる場合があります。ご
利用前にお問い合わせください。

「元気アップスイミング」
マスターズコース
水中運動から泳力向上まで幅広く対応しま
す！
◆期日および開催クラス
・第１期
期間：５月１１日（水）～７月１４日（木）
各クラス 全１０回
Ａクラス（初心者～初級者向け）
健康増進クロールクラス／毎週水曜日
Ｂクラス（初級者～中級者向け）
クローレベルアップクラス／毎週木曜日
・第２期
期間：８月１７日（水）～１０月２０日（木）
各クラス 全１０回
Ｃクラス（初級者～中級者向け）
健康増進背泳ぎクラス／毎週水曜日

Ｄクラス（初級者～中級者向け）
背泳ぎレベルアップクラス／毎週木曜日
◆開催時間：１８時３０分～１９時２０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：電話またはスターにてお申し込み
ください（申込み受付中）

パーソナル指導でマイペースの
健康づくりをお手伝いします
◆期

間：５月１０日（火）～
令和５年３月３１日（金）
◆実施内容：○各種トレーニングコース
（筋力運動、有酸素運動等）
○水泳・水中運動コース
（水泳、水中運動）
◆対
象：小学生以上
（プールは保護者同伴の幼児も可）
◆回
数：１人あたり月２回まで、かつ年間
最大１２回まで受講可（ただし水
泳・水中運動は最大６回までの受
講とします）
◆時
間：４５分～６０分
（ただし水泳・水中運動および小
学生の指導は３０分）
◆定
員：１～２名
◆申込方法：電話またはスター受付にてお申し
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）
４日（水）～６日（金）、１２日（木）、１９日（木）
２６日（木）
◆スター（月曜日・祝日の翌日休館）
２日（月）、４日（水）～６日（金）、９日（月）
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）
２日（月）～５日（木）、９日（月）、１６日（月）
２３日（月）、２６日（木）～３１日（火）

