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網走市民大学講座　受講者募集
●講演時間　午後６時30分～８時15分
●会場　エコーセンター 2000 ▼２階
大会議室●受講方法　全講座申込みは
①個人3,000円、②ペア（２人） 5,000 
円、③団体（３人以上何名でも） １人
2,000円 ▼ 申込用紙を事前に事務局 
へお持ちください ▼受講料は初回の
お支払いとなります。
●１講座のみの受講希望の方は、整理
券が必要な講座の場合は、１階案内ま
たは事務局で整理券をお受け取りくだ
さい ▼ 講演当日1,000円をお支払い 
ください。
■第１講座　６月25日（木）
　｢人と自然との関わり
　　　　　　～修験からみた世界～ ｣
　　聖護院門跡門主　宮城　泰年 氏
　　　※この講座のみ受講の方は整理券が必要
■第２講座　７月10日（金）
　｢脳を知り、脳を鍛える｣
　　東北大学加齢医学研究所教授
　　　　　　　　　　川島　隆太 氏
　　　※この講座のみ受講の方は整理券が必要
■第３講座　７月14日（火）
　「日本のこれから、
　　　　　　　日本人のこれから」
　　作家・お茶の水女子大学教授
　　　　　　　　　　藤原　正彦 氏
　　　※この講座のみ受講の方は整理券が必要
■第４講座　８月５日（水）
　｢エミュー産業への挑戦｣
　　～神の鳥は網走地域活性化の
　　　　　　　　起爆剤になれるか～
　　東京農業大学　食品学科教授
　　　　　　　　　　渡部　俊弘 氏
■第５講座　９月５日（土）
　※講演時間15：00 ～ 16：30
　「森永卓郎の政治学入門」
　　～こんなニッポンに誰がした～
　獨協大学教授　経済アナリスト
　　　　　　　　　　森永　卓郎 氏
　　　※この講座のみ受講の方は整理券が必要

■第６講座　９月16日（水）
　日常を歌う異彩の音楽家！
　「半径５メートルをHappyに」
　音楽家
　　　　　　　　　　秦　万里子 氏
　　　※この講座のみ受講の方は整理券が必要

 「歌の華祭」は、ブラジル公演を果た
した作品で、子どもから高齢者まで日
本人なら誰でも知っている歌を曲目と
した優れた舞台作品です。
●とき７月３日（金）午後６時30分開演
●ところ　網走市民会館大ホール
 【出演】ソリスト：國井道子・山本ひ
で子・中村まゆ美・青木 純・星野 淳

▼ゲスト：長山藍子
 【共演】ＮＨＫ交響
楽団メンバーによる
弦楽四重奏団。
■プログラム
 【第１部】
　 ローレライ、故郷を離るる歌、水色
のワルツ、ここに幸あり ほか

 【第２部】
　 民謡メドレー、ひょっこりひょうた
ん島、宇宙戦艦大和、シクラメンの
かほり、氷雨、ブルーシャトー、川
の流れのように　ほか

●入場料 一般 2,000 円、ペア券 3,000 
円、学生券1,000円 ▼ 各当日券は500 
円増　●チケット取扱　キタノ靴店、
ふくや楽器店、フジヤ書店、市民会館、
市役所売店、エコーセンター 2000。
●問合先　社会教育課生涯学習係

毎週土曜日、読み聞かせ会を行ってい
ます。みなさん来てね！

●とき　毎週土曜日（６月６日・13日・
20日・27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　６日：声の図書館そよかぜ

▼13日・27日：読み聞かせ会ハイジ 

▼20日：人形劇団たんぽぽ

視力に障害のある方や、高齢のため一
般図書の利用が困難な方のためのサー
ビスです。
●とき　６月10日（水） ▼ 午前10時～
午後３時（ただし、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

おすすめの本を毎月テーマ変えて展示
しています。ぜひ、ご覧ください。
●６月１日（月）～ 28日（日）

▼ノンフィクション
▼わらっちゃう！おもしろいおはなし

▼２階地方資料コーナー　観光あば 
しり

●期間　６月22日（月）～ 26日（金）
●図書館にあるすべての資料（約15万
点）の点検作業を行うため休館します。
市民の皆様にはご不便をおかけします
が、ご理解をお願いいたします。
　なお、休館中の本・雑誌の返却はエ
コーセンター 2000正面入口右側にあ
る「図書返却口」をご利用ください。
ＤＶＤ・ＣＤなどの視聴覚資料は図書
館正面入口に設置しております赤い箱
に入れておいてくださいますようお願
いします。

●６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）～26日（金） ▼蔵書点検、
29日（月）・30日（火） ▼月末整理

イベント情報

オペラショウ『歌の華祭』

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の対面朗読サービス日

今月の展示棚

蔵書点検のため休館します

図書館の休館日

●網走市民大学事務局　網走市北２条
西３丁目３番地　エコーセンター2000
　　　　TEL４３－３７０５
　　　　FAX４５－０７３３
　受付時間：平日９：00 ～ 17：00
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子どもたちに動物とふれあう機会を設
け、命を大切にし、心豊かな子どもの
育成を図ることを目的に今年も「子ど
もと動物ふれあい事業」を開催します。
●スケジュール　６月７日（日）、21日
（日）､７月12日（日）､ 20日（海の日）、
26日（日）､ ８月９日（日）､ 23日（日）､
９月13日（日）､ 21日（敬老の日）､ 27日
（日） ▼午後１時～４時　●ところ　
東京農業大学、呼人トレーニングフィ
ールド
●内容　山羊（韓国山羊）、
うさぎ、モルモット、
鶏（プチコッコ）、
ひよこ　●問合先
社会教育課管理係
（エコーセンター 2000内）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
一緒に笑い、一緒に悩む仲間との出会い

そして新しい自分との出会いへ

学校、年齢の異なる仲間と１年間挑戦
してみませんか？お互いに高めあえる
仲間を目指し、月に１度活動します。
 開級式　●とき　６月21日（日） ▼午
前10時～ 12時　●ところ　エコーセ
ンター 2000  ▼３階学習室  
 パート①　●とき　７月18日（土）～
20日（月）　●ところ　レイクサイドパー

ク・のとろ　●内容
３回の宿泊研修や、
鮭まつりへの出店、
職業体験や保育園

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

募集しています

網走市民
てづくりすと講座

内容は初心者向けですので、お気軽に
ご参加ください。
・ 応募者が５人未満のときは、講座を
中止する場合があります。

すみれ着ものサークルの

「浴衣着付け講座」
花火大会やお祭りに自分で浴衣を着て
出かけてみませんか。
●とき　６月17日（水）、24（水） ７月
１日（水）、8日（水）の計4回 ▼午後７ 
時～９時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼２階交流室B・C　●対象　女
性●定員　15名　●講師　すみれ着も
のサークルのみなさん　●持ち物　浴
衣、帯（半巾帯か兵児帯）、前板（ゴム
ベルト付）、腰紐2本、和服用下着 ●
申込先　６月８日（月）午後５時までに
社会教育課生涯学習係（エコーセン
ター 2000内） ▼ＦＡＸ可。定員を超
えた場合は抽選します。結果は申込締
切後ハガキ等でご連絡いたします。

児とのふれあい体験などの活動があり
ます。学校で配布されたチラシを参照
してください。
●対象　小学４年生～６年生20名、中
学生５名　●申込・問合先　エコーセ
ンター 2000の２階事務室へ、６月５日
（金）までに直接お持ちいただくか、
郵送してください。 ▼なお、定員を超
えた場合は選考いたします。

７月５日に開催される「あばしり科学
フェスティバル」のボランティアス
タッフを募集し、体験会を実施します。

●とき　第１回事前体験会：６月11日
（木） ▼午後６時30分～８時30分　
第２回事前体験会：６月18日（木） ▼午
後７時～８時30分　●ところ　エコ 
ーセンター 2000 ▼２階大会議室　●
対象　市民だれでも　●教材費　無料
●内容　「恐竜のたまご」「ムニュムニ 
ュ星人をつくろう」など、簡単な科学
の実験体験会 ▼ 実験内容を変更する
場合がありますのでご了承ください●
申込先　６月８日（月）までに社会教育
課生涯学習係（エコーセンター 2000内）

第１回 ６月 1６日（火） 第２回 ６月１９日（金）

「いっしょにあそぼ」
親子遊び･体操、子どもの社会性
石山順子さん（元子育て支援センター）

「心すくすく生活リズム」
朝食･就寝時間などの生活リズムと成長
保健師（保健センター）

第３回 ６月２３日（火） 第４回 ６月２６日（金）

｢ 食べることって楽しい ｣
食の栄養面、摂取方法など
管理栄養士（保健センター）

「ひとりでできるかな！」
自立に向けたしつけ

吉岡美代さん（潮見保育園園長）

動物とふれあおう！

子どもリーダー学級生募集

あばしり科学フェスティバル

スタッフ募集

～ 親と子のふれあい教室（Ⅰ期）～
「寝るのが遅い」「好き嫌いが多い」「友達と上手に遊べない」など
子育てについて一人で悩んでいませんか？この教室は、専門家のアド
バイスをいただき、子どもの健やかな成長を願う子育て支援教室で
す。お母さん仲間が欲しい方もぜひご参加ください。

●とき　６月16日（火）～26日（金） ▼午前10時～11時30分 ▼受付：
午前９時30分　●ところ　エコーセンター2000 ▼学習室、視聴覚
室●対象　概ね１歳半～３歳児と親　 ▼託児あり　●参加料　無料
●定員　15組 ▼先着順　●持ち物　大きめのバスタオル、オムツ、
飲み物等　●申込　６月12日（金）までに社会教育課生涯学習係


