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エコーだより

みんなの
元気！

市民の「元気な活動」の情報
を掲載しています。

イ ベ ン ト

エコーだより「みんなの元気！」
では、市民のみなさんからの様々
な社会教育活動をお知らせしてい
ます。掲載してほしい情報の
原稿締切日は、 
２月号は12月30日（水）
３月号は２月１日（月）
時間は午後４時まで
です。
エコーセンター2000内
社会教育課生涯学習係
　　☎４３－３７０５

募 集

網走スキー倶楽部
部員募集と講習会のお知らせ

第21回青少年吹奏楽フェスティバル

清里、小清水、大空、斜里、網走の小・
中・高校、大学、一般の吹奏楽団体が
一堂に会して日頃の成果を発表します。
小学校から一般までの選抜合同金管バ
ンド、中・高の選抜合同バンドと全員
参加の合唱など、この機会でしかでき
ない演奏もあります。
●とき　２月７日（日） ▼午後０時30
分開演　●ところ　網走市民会館 ▼

大ホール　●入場料　500円（小学生
以下無料） ▼当日チケット有　●問合
先　北見地区吹奏楽連盟網走支部長
三木田さん（☎44-8738）

冬休み数学教室
自主学習サークルわくわく塾が、冬休
みに無料の数学教室を開きます。
●実施日 １月12日（火）～14日（木）
　　　　（３日間。1日だけの参加も可）
●時間 ・中１コース 17：00～17：50
　　　 ・中２コース 18：00～18：50
　　　 ・中３コース 19：00～19：50
　　　 ・数検受験コース（12日のみ）
　　　　　　　　　　20：00～21：50
●内容　中学数学レベル問題解説、数

わくわく塾

学検定過去問題解説 ●ところ エコー
センター 2000 ▼３階研修室Ｂ ●対象
中学生以上、数検受検予定者 ●参加
費 無料 ●申込締切 １月10日（日） ●問
合先　キクチさん （☎090-6265-0907）

サークル紹介＆上映案内

シネマ倶楽部あばしり
代表　稲川  寛一

2002年に映画館のない網走で映画鑑賞
を目的にサークルを立ち上げました。
上映会はエコーセンター 2000・エコー
ホールを会場に年２回開催しています。
今年の1回目の上映作品は、(財)全日
本ろうあ連盟創立60周年記念映画「ゆ
ずり葉」です。出演者は、ろう演劇界
のリーダーとして活躍する小﨑隆志、
その相手にSPEEDの今井絵理子さん。
●上映日　
＜1月31日(日)＞
　［１回目］午後２時
　［２回目］午後６時
●入場料　500円
●チケット取扱　
エコーセンター2000

【会員募集】
上映会を企画、または見ることが好き
な方は一緒に活動してみませんか？
●申込先 井上さん（☎090-8429-3905）

『成年後見制度』に関する学習会
～大切な人の権利を守るために知っておきたい～

えがお きずな実行委員会では、障
がいのある子どものために、親が元気
なうちに書き記す遺言書のような『親
心の記録』を作成します。これを機会
に“成年後見に関する勉強会”を実施
することになりました。専門家のお話
をきいて一緒に学習を深めませんか。
●とき 1月21日（木） ▼午後７時　●
ところ エコーセンター 2000 ▼３階学
習室Ａ　●内容　成年後見制度の講習、
質疑応答　●参加料　無料　●講師 
釧路家庭裁判所網走支部・書記官　●
申込先　1月18日（月）までに事務局 小
西さん（☎・℻  43-7497、090-7058-0834）

●とき　１月26日（火）、29日（金）、２
月１日（月）、３日（水） ▼計４回
【午前の部】午前11時～午後１時
【午後の部】午後６時45分～８時30分
●ところ　網走レ－クビュースキー場
●対象　高校生以上　●費用　4,500
円（講習会代・部会費含）　
●問合・申込先
鈴木さん（☎43-5973）、
斉藤さん（☎090-5079-3902）

わくわく塾

「数学検定」受検のお知らせ
自主学習サークルわくわく塾では数学
検定(日本数学検定協会)の団体受検を
開催します。生涯学習の一環や脳トレ
としてチャレンジしてみませんか？
●とき ２月13日（土） ▼午前９時～正
午（級によって検定時間が異なります）
●ところ　エコーセンター 2000 ▼３
階学習室Ｂ・Ｃ　●検定級 数学検定８
級～準１級、児童数検６級～１級　●
検定料 1,600円～ 5,000円（級によっ
て異なります）　●申込締切　１月15
日（金）　●問合先　キクチさん（☎
090-6265-0907）
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●募集期間　
１月１日（金）
～ 15日（金）
●規格　はが
きサイズ　

●内容　ジャンルは問いませんがオリ
ジナルのもの（作品は返却しません）
●応募方法　住所・氏名・電話番号・
学校学年などを明記の上郵送、または
美術館に直接持参 ▼宛先：〒093-0016 
網走市南６条西１丁目　美術館友の会
『年賀状コンクール』係 ●展示期間 
１月19日（火）～31日（日） ▼ 美術館ロ
ビー　●表彰 ２月７日（日）美術館に
て大賞１名、準大賞２名、佳作５名を
表彰　●問合先　市立美術館

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889
今月の休館日　１月１日（金）～４日
（月） ▼年始休館　12日（火）、18日
（月）、25日（月）　●開館時間　午前
９時30分～午後４時30分

エコーだより

まちの
元気！

　社会教育各施設からの
　情報です。

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　１月１日（金）～５日
（火） ▼年始休館、11日（月）、18日
（月）、25日（月）

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　１月１日（金）～５日
（火） ▼年始休館、11日（月・祝）、18
日（月）、25日（月）

　　　 網走市立美術館友の会
　　　 第６回『年賀状コンクール』
募　集

昨年度大賞受賞作品

             今月の展示棚
毎月テーマを変えて展示しています。
ぜひ、ご覧ください。

 

□ 時代小説 ・ ふゆのおはなし

　　 ▼１月６日（水）～ 31日（日）
□ 学び舎の記念誌

　　 ▼２階地方資料コーナー

　　　 第56回写真道展
　　　 ・第27回学生写真道展
企画展

 冬のおたのしみ会
楽しいおはなしがいっぱいです。みん
なきてね！
●とき　１月７日（木） ▼午後２時～
（30分程度）　●ところ 図書館 ▼１階
えほんのもり　
●演目　おいしいとびらをとんとんと
ん（紙芝居）、たまごのあかちゃん（大型
絵本）、ふしぎなポケット（パネルシア
ター）、ねずみのよめいり（エプロンシ
アター）、山のおふろ（絵本）、えりまき
の花（絵本）

モヨロ貝塚の出土遺物説明会
平成15年から 
5年間にわたっ
て行われたモ
ヨロ貝塚の発
掘で出土した、

主に獣骨資料を通して、モヨロ人の食
生活について紹介します。
●とき １月22日（金） ▼午後７時～８
時  ●ところ 郷土博物館  ▼記念室 
●定員　25名　●参加料　無料　●申
込先　前日までに博物館

●とき　１月６日（水）～31日（日）　●
ところ　市立美術館 ▼ 第２展示室 
●観覧料　高校生以上200円、小中学
生100円（常設展も観覧できます。市
内小中学生は土曜日無料）　
【作品解説会】
●とき　1月17日（日）午前10時～ 11時
●ところ　市立美術館 ▼第２展示室　
●参加料　観覧料のみかかります　
●解説者　佐々木砂宗氏

『油絵入門』講座（連続講座）

美術館実技講座

●とき　１月９日（土）、16日（土）、23
日（土）、30日（土） ▼午後１時～５時（初
日は午後１時～３時）●ところ　市立
美術館 ▼第１展示室　●持ち物　鉛
筆、消しゴム、スケッチブック、キャ
ンバス（Ｆ８号かＦ10号） ▼初日に用

具の説明をします ●定員 15名（中学
生以上） ●受講料 500円 ●講師 当 
館学芸員 ●問合・申込先　市立美術館

　　　 網走書道連盟
　　　子ども書初め展
利用展

●とき　２月４日（木）～７日（日）

▼午前９時～午後５時（初日は午後１
時より、最終日は午後３時まで）●と
ころ　市立美術館 ▼第１・第２展示室
●観覧料　無料

北海道博物館紀行『美幌博物館』
～スノードームをつくろう～

美幌博物館の紹介とオリジナルスノー
ドーム作りをします。
●とき １月10日（日） ▼午後１時30分
～３時30分 ●ところ 北方民族博物館

▼講堂　●講師　尾崎絵美氏（美幌博
物館）●定員　30名（小学生～一般。小
学３年以下は保護者同伴） ●参加料 
100円（保険料）●持ち物　空きビン
（ジャムビンなど平底でフタ付のもの）、
タオル、汚れてもよい服装 ●申込先
電話にて前日までに北方民族博物館

はくぶつかんクラブ
フェルトでモビールづくり

フェルトの玉を作っ
てモビールにします。
●とき１月16日（土）

▼午前10時～11時30
分　●ところ　北方
民族博物館 ▼講堂 

●対象 小中学生 ●定員 20名 ●参加
料 無料　●講師　石原生久代（当館解
説員） ●持物 エプロン、手ふきタオル
●申込先　電話にて前日までに北方民
族博物館

まちの元
気! P16 「図書館」のつづきです


