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平成22年度 網走市寿大学学生募集

【アトリウムロビーの催し物】
Ｋ３ダンスカンパニー、わくわくサイ
エンスショー、ガールスカウトのみん
なスカウト
【わくわく体験広場】
LET’Sフラダンス（女性学級ひまわり）、
漢検・数検Ｑさまクイズ（わくわく塾）、
ガールスカウトのみんなスカウト！
（ガールスカウト）、親子で学ぶ科学の
ふしぎ（網走市子どもフェスティバル
実行委員会）、似顔絵コーナー（みやま
ひろお）、クッキーづくり（網走市手を
つなぐ育成会）
【伝統体験・異文化体験広場】
野点抹茶体験（和）、ネパール文化をど
うぞ！（ビスターレビスターレ）、カナ
ダ・ツリーを作ろう！（ポートアルバー
ニ・ファンクラブ）、切り絵で文様づ
くり（北方民族博物館）
【あばしりの広場】
網走ならでは「クジラ汁・クジラ串カ
ツ」（下道水産）、経済感覚を養おう「子
どもフリーマーケット」（網走市社会教
育施設審議会）、オホーツク網走おでん
（高橋料理店）
【ものづくりの広場】
エコチャンバラワークショップ（エコ
チャンバラ協会網走支部）、おりがみで
あそぼ！（パピロフレンズあばしり）、
ペットボトル万華鏡づくり（アートユ
ニオン・オコック）、エミューの卵殻を
つかった小物入れ作り（東京農大バイ
オインダストリー）
＊内容は予定です。変更の場合もあり
ますのでご了承ください。

網走市寿大学では、高齢期に必要な教
養や生活能力を身につけ、健康で心豊
かに過ごすため、学習意欲ある学生を
募集します。

●募集対象　65歳以上の網走市民 ▼  

平成23年３月までに65歳に達する方も
含みます　●募集人員　50人（定員に
なり次第締め切ります）　●開設期間
平成22年４月～平成23年３月　●学習
場所　エコーセンター 2000　●学習日
毎月第２・第４水曜日 ▼午前10時～午
後２時30分　●学習内容　午前中は集
合学習（一般教養講座）、午後からはク
ラブ活動（カラオケ・舞踊・民謡・茶道・
手芸・詩吟・園芸・短歌） ▼大学行事：
入学式・卒業式 ▼自治会行事：総会・
奉仕活動・大学祭・賀寿祝賀会・宿泊
旅行など　●修了年限　４年制（卒業
後、希望により大学院への進学可能）
●受講料　無料（ただし、各クラブにお
いて多少の実費負担あり）　●入学式
４月７日（水） ▼午前10時30分 ▼エコー
センター 2000（１階エコーホール）
※３月下旬に入学式案内を郵送します
●募集期間　２月１日（月）～３月５日
（金）　●申込・問合先　社会教育課生
涯学習係へ直接または電話でお申込み
ください（平日の午前９時～午後５時）。
※申込用紙はエコーセンター 2000に
あります

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

２月の休館日
１日（月）、８日（月）、11日（木・祝）、
15日（月）、22日（月）

“和かんじき”で歩く会
日本古来の和かんじきで、実際に雪の
上を歩いてみましょう。雪面に残る動
物の足跡や冬の森の小鳥、桂ヶ岡から
見える網走市街地や網走港の冬景色が
楽しめます。
●とき　２月21日（日）  ▼午前10時～ 
正午　●ところ　桂ヶ岡公園 ▼博物
館集合　●定員　15名　●参加料　無
料　●持ち物　一番暖かい
服装、冬用の長靴など。
●申込先　前日までに
博物館

月と土星、火星を見る会
月と土星と火星を中心
に、冬の星空を楽しみ
ます。最近の土星は横
を向き始め、特徴的な
輪が細くなっています。
火星も見え始め、周り

は１等星ばかりですの
で、賑やかで華やかな
星空を楽しめます。
●とき　２月22日（月）

▼午後９時～ 10時　●ところ　郷土
博物館前庭　●参加料　無料　●持ち
物　一番暖かい服装をお勧めします　
●申込先　当日会場で受付

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

２月の休館日
１日（月）、８日（月）、11日（木・祝）、
15日（月）、22日（月）

　　　 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
●問合先　金子さん（☎44-5593）

美術館からのお知らせ

第３・第４展示室の閉鎖
収蔵作品整理のため２月９日（火）
～３月28日（日）まで閉鎖します。
常設展示は第１・第２展示室でご覧
いただけます。

臨 時 休 館
全館展示替えのため３月30日（火）
～４月２日（金）まで休館します。
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網走市民
てづくりすと講座

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。

●とき　２月25日（木） ▼ 午前10時～
正午　●ところ　エコーセンター2000

▼ １階クッキング室　●対象　市民
（若い方歓迎）　●講師　網走友の会さ
ん　●教材費　400円 ●定員　20名 
●持ち物　エプロン、三角巾、筆記用
具　●申込・問合先 ２月18日（木）午後
５時までに社会教育課生涯学習係へお
申込みください ▼ＦＡＸ可。定員を超
えた場合は抽選します。結果は申込み
締切後、ハガキ等でご連絡いたします

平成 21 年度　豊かな心を育てる標語入選作品

市内小中学生から募集した 2,274 点の中から入選した 30 作品を紹介してきましたが、今回が最終回となります。
【親切部門】
・親切は　してもされても　うれしいよ
 中央小４年　　三ッ石千咲
・親切は　一人一人の　思いやり
 南小　６年　　石川　遥菜
【環境・美化部門】
・たのしいね　みんなでつくる　エコのまち　
 網走小４年　　白田　新治
・人間が　こわした環境　直そうよ　
 南小　６年　　釜台　茉耶
・捨てないで　ゴミと一緒に　心まで
 第三中２年　　水瀬　　良 
・環境を　守っていくのは　自分たち
 第三中３年　　川尻あづさ
【はきもの部門】
・ただいまと　入ってふりむく　くつおきば
 西小　６年　　鈴木　優奈
【福祉部門】
・老いた手に　生きぬく強さを　教えられ
 第五中２年　　水上ありさ

【命の大切さ部門】
・はぐくもう　みんなのいのち　みらいへと
 網走小５年　矢萩　皐汰
・大切に　どんな小さな　命でも
 潮見小５年　鷲見　琳也
・守ろうよ　地球と言う名の　生命を
 潮見小５年　田房　あい
・つみとろう　心の中の　いじめの芽
 第三中１年　木曽　優人
【やり抜く力部門】
・やり抜こう　自分の夢まで　一直線
 中央小５年　添田　美月
・目の前の　苦難のりこえ　出る結果
 南小　６年　北野　桃花
【勇気部門】
・勇気とは　夢を叶える　第一歩
 第一中３年　野崎　雄太
・今の君　昔の君より　強いはず
 第三中３年　阿部　春希

網走友の会

「地場産のじゃがいも料理
～おかずにおやつにフル回転～」
芋団子汁など、ジャガイモ
を使った料理をつくります。

『絵本には人生の訓えが
　いっぱいつまってるby 2009』

講師　ブックドクターあきひろ 氏

＜幼児をもつ親の子育て講演会＞

「 朗
ほがらか

 天
てん

狗
ぐ

」創設者で日本初のブック
ドクターを講師に招き、絵本や読み聞
かせの大切さを熱く語っていただきま
す。会った人はみんな心が元気になる
不思議な魅力を持ち、イベントや講演
会に日本全国で活躍中です。
●とき　２月24日（水） ▼午前10時30分
～正午 ▼受付10時～　●ところ　エ
コーセンター 2000 ▼ ２階大会議室 
●対象　就学前の幼児をもつ親、その
他どなたでも　●参加料　無料（託児
は定員を超えた場合、抽選になります）
●申込先　２月10日（水）までに電話で
社会教育課生涯学習係へ

２月は網走市立西小学校合唱部による
合唱です。子ども達の元気な歌声をお 

聴きください。
●とき　２月13日
（土） ▼午前11時30
分～正午 ●ところ
エコーセンター2000

▼アトリウムロビー 
●入場料　無料

●出演　網走市立西小学校合唱部　
●曲目　すてきなともだち、この地球
のどこかで、ビビデ バビデブー 他

 2009あばしり
　まなび塾フェスティバル 
延期していた「2009あばしりまなび塾
フェスティバル」を開催します。市民
の誰もがいつでも楽しく学べるための
きっかけ、ステップアップの場として
成長中です。エコーセンター 2000を生
涯学習のテーマパークに！家族や友だ
ちと一緒に体験しよう！
●と　き ３月28日（日）
　　　　　 ▼午前10時～午後３時
●ところ エコーセンター 2000 ▼全館

西小学校合唱部


