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対面朗読サービス日

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

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）、
29日（金） ▼月末整理

１月のスポーツ教室

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　１月１日（金）～５日
（火） ▼年始休館、12日（火）、18日
（月）、25日（月）

「第23回豊かな心を育てる
　 小中学生の意見発表会」
市内の小中学生が豊かな心を育てる運
動（あいさつ、親切、命の大切さ、環
境美化、はきものをそろえる、やり抜
く、勇気をもつ、福祉）に関して、日
頃考えていることや体験、実践してい
ることなどを発表します。毎年、豊か
な発想から生まれるすばらしい内容に
なっています。ぜひ、みなさん会場へ
足を運んで、子どもたちの素直な意見
を聴いてください。
●とき　１月30日（土） ▼ 午後１時30
分～３時30分 ▼午後１時開場 ●とこ
ろ エコーセンター 2000 ▼エコーホー
ル ●内容 意見発表。市内小中学生15
名（各校代表１名）●対象　一般市民、
教育関係者 ●入場料 無料　●主催  
網走市豊かな心を育てる活動推進会議 
●問合先 網走市豊かな心を育てる活
動推進会議事務局（社会教育課生涯学
習係）

網走市寿大学賀寿祝賀会

網走市寿大学生の中から、本年度で喜
寿・傘寿・米寿・卒寿を迎える方々を
お祝いする会です。市民の皆さんにも
広く知っていただき、自治会主催のお
祝いに是非お越しください。茶道、詩
吟、民謡、カラオケ、舞踊などのクラ
ブや学生の仲間が賀寿者を祝います。
【本年度の寿大学賀寿祝賀対象者】
　・喜寿（昭和８年生まれ）　10名
　・傘寿（昭和５年生まれ）　９名
　・米寿（大正11年生まれ）　７名
　・卒寿（大正９年生まれ）　４名
●とき　２月３日（水） ▼午前10時～
午後２時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼エコーホール ●問合先　社会
教育課生涯学習係

2010オホーツク歩くスキーの集い
●とき ２月21日（日） ▼午前８時30分
～受付 ▼午前10時スタート ●ところ 
道立オホーツク公園「てんとらんど」

▼集合場所：センターハウス ●コー
ス　てんとらんど内の約７㎞　●参加
料　一般1,000円、高校生以下500円 

●用具貸出　無料（スキー・ストック・
靴）。希望者は参加申込書に記入（サイ
ズが無くなり次第終了）●申込先　２
月12日（金）までに体育館事務局に参加
料を添えて持参、又は現金書留郵便 

1市民スキー教室（昼の部・夜の部）
●とき　1月19日（火）～ 22日（金）、計４回
　　　　（予備日23日（土）） 
【昼の部】午前10時～ 11時30分
　 定員：20名 ▼大学生以上の市民　
【夜の部】午後７時～８時30分
　 定員：40名 ▼小学1年生以上の市民
●ところ　網走レ－クビュースキー場
●参加料　小中学生1,000円、高校生以上
　2,000円（保険・教材費）　
●内容
　初心者：基本滑走からプルークボーゲン
　中級者： プルークボーゲンからパラレル
　　　　　ターン
●募集期間　１月６日（水）～14日（木）

2 初心者スノーボード教室
●とき １月25日（月）～ 29日（金）、計５回

　 　 　  ▼午後６時30分～８時30分
●ところ　網走レ－クビュースキー場
●対象　小学１年生以上の網走市民
●定員　30名　●参加料　小中学生1,000
円、高校生以上2,000円（保険・教材費）
●内容　ボードの基本動作、マナー
●募集期間　１月８日（金）～20日（水）
【申込方法】
参加料を添えて総合体育館まで（電話で
の申込不可） ▼申込終了後キャンセルし
た場合、参加料はお返しできません
【受付時間】
●火～土曜日：午前９時～午後９時
●日・月・祝日：午前９時～午後４時30分

オホーツクドーム
　利用調整会議のお知らせ
オホーツクドームの利用調整会議を行
います。平成22年２月1日（月）～４月
30日（金）迄の３ヶ月間、練習及び大会、
イベントの調整をします。利用を希望
する団体代表者は出席願います。調整
は市内のチームを優先します。市外の
チームはご希望に添えない場合があり
ますので、ご了承ください。
●とき １月26日（火） ▼午後６時30分
●ところ 総合体育館 ▼会議室　●問
合先 総合体育館、オホーツクドーム
（☎48-3621）、オホーツクドーム指定
管理者㈱オピス（☎61-0880）

●とき　毎週土曜
日（１月９日・16
日・23日・30日）

▼午後２時～　●ところ　図書館おは
なし室  ▼ えほんのもり　●よみて 
９・23日: 読み聞かせ会ハイジ  ▼ 16
日：人形劇団たんぽぽ ▼30日: 紙芝居
サークル玉手箱

●とき　１月13日（水）、27日（水） ▼午
前10時～午後３時（昼食時間を除く）
●ところ　図書館 ▼２階対面朗読室　
●申込先　前日までに図書館図書係
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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。

エコーセンター2000から
Tel 43－3705　Fax 45－0733

各イベント、講座のお申し込み・お問
い合わせは、月曜日から金曜日までの
午前9時～午後5時までに社会教育課
生涯学習係（2階事務室）☎43－3705
へお願いします。
※毎週月曜日は休館日です。
ただし、月曜日が祝日もしくは
振替休日の時は開館致します。

 芸術文化公演
　　  市民企画の募集

  「児童期から思春期の
　子どもと向き合うために」

◆年始休館日のお知らせ◆
1月1日（金）～１月５日（火）です。

今、父親の積極的な子育て参加が求め
られています。家庭における父親の役
割・存在について、子どもの心につい
て一緒に考え、学びあいませんか。
●とき　1月21日（木） ▼午後7時～８
時30分 ●ところ エコーセンター 2000

▼視聴覚室 ●対象　小中学生を持つ
父親　●内容　講話「児童期から思春
期の子どもと向き合うために」 　●講
師　井上正道氏（東京農大教授） ●定

員　30名　●参加料　無料 ●申込・問
合先　1月19日（火）までに社会教育課
生涯学習係

平成22年度にエコーセンター2000で
行う芸術文化公演事業の市民企画を募
集します。

【対象事業】
公演者はプロ及びそれに準ずるものとし、
芸術性の高いものとします。応募企画は
１団体につき１公演までとします。
【応募資格】
網走市民及び網走市内に事務所を持つ文
化団体で、次の条件を満たすものとします。
【応募条件】
（1 ）網走市の芸術文化の振興に寄与し、市
民に優れた芸術文化の鑑賞機会を提供
しようとするものとします。

（2 ）企画した公演事業を実施から完了ま
でオホーツク・文化交流センターと協
力して行うことができることとします。

　① 実行委員会等を組織して事業の宣伝、
入場券の販売等に積極的に参加でき
ることとします。

　② 受付、会場整理等公演当日の業務に
協力できることとします。

【応募方法】「網走市芸術文化公演事業企
画書」に必要事項を記載、その他書類を
添付してお申し込みください（用紙はエ
コーセンター 2000にあります）
【提出期限】平成22年１月31日（日）
＊ 詳細は社会教育課生涯学習係まで

イベント情報

募集しています
父親の子育て懇話会

地域ふれあいサポート事業
学校週五日制の趣旨に沿い、地域で子
どもや親子を対象とした体験活動を実
施した時、講師への謝金、教材費・会
場使用料等を援助する事業です。週末
のほか、夏・冬休み期間中の平日に実
施される活動も対象になります。詳細
や申込手続きについては、社会教育課
生涯学習係にお問い合わせください。

【手続き】主催団体～社会教育課
①体験活動の計画を立てます。
②申請書・事業計画書・
　予算書を社会教育課
　に提出します。
③社会教育課で審査し、
　交付決定通知書を送ります。
④ 体験活動終了後、実績報告書を社会
教育課に提出します。

⑤主催団体に補助金が振込まれます。

　交付決定通知書を送ります。

インフルエンザのため延期していまし
たが、午後６時30分より実施します。
　　　　　　　　■ところ

　　　　　　　　　エコーセンター2000・エコーホール
　　　　　　　　■ 内容・時間などの変更は

ありません
　　　　　　　　■ 参加予定の皆様には
　　　　　　　　　ハガキで再連絡します
　　　　　　　　　＊再募集はいたしません

ハロウィーン・パーティ２月５日㈮実施!

平成 21 年度　豊かな心を育てる標語入選作品【あいさつ部門】

市内小中学生から募集した応募総数2,274点の中から入選した30作品について、毎月紹介していきます。

・一人から　広がるあいさつ　うれしいな
 網走小５年　　城石　　梓
・あいさつは　あかるいえがおで　つたえよう
 中央小４年　　山田　真生
・あいさつは　仲間がふえる　おまじない
 西小　６年　　馬淵　侑佳
・ありがとう　いつもにこにこ　ごあいさつ
 南小　１年　　西内　　彩
・あいさつは　みんなの心を　あたためる
 潮見小３年　　小田ゆりね
・ありがとう　えがおになれる　あいことば
 東小　５年　　林　　美佳
・ひびいてる　明るいあいさつ　網走市
 白鳥台小５年　菊地　裕飛

・あいさつは　心をこめた　プレゼント
 西が丘小２年　窪　陽菜乃
・あいさつで　明るい笑顔を　届けよう
 呼人小６年　　石垣　星南
・あいさつを　できるこみんな　すてきな子
 第一中１年　　鑓野目　朗
・笑顔でね　あいさつしよう　つたえよう
 第二中１年　　児玉　望咲
・あいさつで　心のアンテナ　のばそうよ
 第三中１年　　曽我部奈菜
・ありがとう　たった５文字が　うれしくて
 第四中３年　　成ヶ澤まり乃
・あいさつで　つながる心は　ぽっかぽか
                 第五中３年　　杉山　美奈


