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学会やエミュー卵のエッグアートなど、
一緒に活動する仲間を募集中です。
●問合先　道山さん ▼東京農大バイオ
インダストリー（☎43－7233）

子どもの夢を育てる「未
み

夢
ゆ

の会」 
幼児から大人までの読書推進活動を
行っています。「絵本読みきかせ」や
作者との交流を通じて子ども達の健や
かな成長を一緒にサポートしませんか。
活動場所や内容など詳細についてはお
問い合わせください。
●例会　月２回（不定期） ▼午後１時
～３時　●会費　年300円　●問合先
中村さん（☎45-3093）　稲川さん（☎
44-9510）

ホザンナ聖歌隊団員募集 
一緒に讃美歌を歌
いませんか。クリ
スチャンはもちろ
ん、一般の方も大
歓迎です。11月：オホーツク合唱祭。
12月：市民クリスマス・刑務所クリス
マス。４月：イースターで歌います。
●とき　毎週日曜日 ▼午後６時～９
時　●ところ　キリスト兄弟団網走教
会（北５西７の16ロイヤルホテル裏）
●問合先　代表：梶原睦尚（☎43-3522）

教 室

中学生夏休み数学教室 
自主学習サークルわくわく塾が、夏休
みを利用して無料の中学生数学教室を
開きます。夏休みまでに学習した内容
の復習にぜひ役立ててください。
●期間　７月28日（火）～30日（木）の 
３日間（１日だけの参加も可）
［時間］
　　中１ｺｰｽ　午後５時～５時50分
　　中２ｺｰｽ　午後６時～６時50分
　　中３ｺｰｽ　午後７時～７時50分
●内容　中学数学の復習と基礎・発展
問題の解説　●ところ　エコーセンタ 
ー 2000 ▼ 研修室Ｂ　●参加料　無料

●対象　中学生と中学レベルの数学に
興味のある方　●申込締切　７月18日
（木） ●申込・問合先 キクチさん（☎
090-6265-0907）

どり～む・くっきんぐ 
料理の一品に加えてみてはいかがで
しょうか？簡単・手軽にできるお料理
を紹介します!
●メニュー　白菜のチーズ焼き、フ
ルーツクレープ ●とき ７月24日（金）

▼午前10時～午後１時 ●ところ エ
コーセンター 2000 ▼クッキング室　
●定員 15名 ●参加料 1,000円（７月
22日以降のキャンセルは代金を頂き 
ます） ●持ち物　エプロン、持ち帰り
容器  ●申込・問合先　山田さん（☎44-
5183）  佐々木さん（☎090-8372-7372）

イ ベ
未夢2009
　西川つかさ講演会 

被 爆 写 真 展 

ン ト

特殊学級から答辞を読むようになるま
での激変の小学校時代を綴った自伝的
小説「ひまわりのかっちゃん」の作者
西川さんに、夢を諦めない生き方、読
書の大切さについて共に学びませんか。
●とき ７月10日（金） ▼午後７時～
８時  ●ところ  エコーセンター 2000 

▼３階学習室　●定員 70名　●入場 
料　無料（整理券必要 ▼エコーセンタ 
ー 2000　未夢の会） ●問合先　中村さ
ん（☎45-3093） 稲川さん（☎44-9510）

ヒロシマ・ナガサキに原子爆弾が投下
されてから64回目の夏がやってきます。
21世紀の今も２万６千発の核兵器が世
界の安全と平和を脅かしています。核
兵器のない平和な未来のために、皆さ
んのご来場をお待ちしています。
●とき　7月24日（金） ▼午前10時30
分～ 25日（土）午後8時 ●ところ エ
コーセンター 2000 ▼１階展示室
●内容 写真展示 ＤＶＤ上映 平和の絵

本・憲法の絵本  絵手紙作品展ほか
☆親子平和タイム　７月25日（土） ▼

10時30分～　●内容　読み聞かせ　ビ
ーズで作る平和のブローチ（無料・申込
不用）　●主催　網走原水協　●問合
先　杉浦さん（☎44-8746）

第17回カラオケ生涯学習成果発表会
研修生が１年間学んだ成果を披露いた
します。『公開講座』では会場の皆さ
んに水森かおりの「安芸の宮島」をワ
ンポイントレッスンいたします。
●とき　７月19日（日） ▼開演　正午
●ところ　網走市民会館 ▼大ホール 
●入場料 500円 ▼チケット取扱　ふ
くや楽器 マナビィカラオケ教室（☎
43-7840）  ●問合先 杉山さん（☎
43-3809） ●主催 杉山歌謡教室

～ お詫びと訂正 ～
本紙６月号Ｐ17「まちの元気」に
掲載しました『（財）小笠原流網走
支部 花の輪 人の輪 みんなの花
展』は、『（財）小原流網走支部』
の誤りでした。関係者にご迷惑を
おかけしたことをお詫び申し上げ
ますとともに、訂正いたします。

エコーだより「みんなの元気！」
では、市民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。募集記事など掲載してほしい
情報をおよせください。
原稿締切日は
８月号は７月１日（水）
９月号は８月３日（月）です

エコーセンター 2000 内
社会教育課生涯学習係
　☎４３－３７０５

毎月第３日曜日は「道民家庭の日」
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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。

　  総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　市民プールとも
６日（月）、13日（月）、21日（火）、
27日（月）

オホーツクドーム
　利用調整会議のお知らせ

はくぶつかんクラブ

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。

募 集
エミュー産業を体験しよう！
チーム　エミュー 

７月のスポーツ教室

オホーツクドームの利用調整会議を行
います。平成21年８月１日～平成21年
10月31日の３ヶ月間、練習及び大会、
イベントについて調整いたします。利
用を希望するチームの代表者は出席願
います。尚、調整は市内のチームを優
先いたします。市外のチームにつきま
して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　７月23日（木） ▼午後６時30
分　●ところ　網走市総合体育館 ▼  

会議室　●問合先　網走市総合体育館

▼大会・イベントに限り平成21年10 
月31日までの期間については、電話等
での事前予約受付をいたします。利用
希望の方はオホーツクドーム又は（株）
オピスまでお問い合わせください。
　 ・オホーツクドーム（☎48-3621）
　 ・  オホーツクドーム指定管理者（株）
オピス（☎61-0880）

水中歩行教室
水中でゆっくりエクササイズ
●とき　７月22日（水）、24日（金）、
29日（水）、31日（金） ▼午後７時30
分～９時　●ところ　網走市民プール
●対象　高校生以上の市民　●定員 
20名 ▼定員になり次第締め切ります　
●参加料　2,000円　●内容　水中歩

行など泳げない方でもできる運動です。
［募集期間］７月７日（火）～ 16日（木）

▼火～金曜日：午前９時～午後９時

▼日曜日・祝日・月曜日：午前９時～
　午後４時30分
［ 申込方法］参加料を添えて直接総合
体育館にお越しください。 ▼申込み
終了後キャンセルされた場合、参加
料はお返しできません。

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

今月の休館日　ありません
開館時間　午前９時～午後５時

千島列島に生きる
　アイヌと日露・交流の記憶

第24回特別展 環北太平洋の文化Ⅳ

 

オホーツク海沿岸地域、特に千島列島
に居住してきたアイヌの海洋資源の利
用と、この地域に進出してきた日本や
ロシアとの交流の歴史について紹介し
ます。
●とき　７月18日（土）～10月18日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼特別展
示室　●観覧料　有料（常設展示との
セット割引あり）

【特別展関連講演会】
－千島・北海道交流史－

「 道東・千島におけるアイヌの生活世
界の変容：日本とロシアの登場がも
たらしたもの」
　講師　宮城学院女子大学教授
　　　　　　　　　菊 池 勇 夫 氏
「千島列島へ人はいかに居住したか
　－国際千島調査の成果から」
　講師　北海学園大学准教授
　　　　　　　　　手 塚    薫 氏
●とき ７月18日（土） ▼午後１時30
分～４時30分　●参加料　無料
（＊道民カレッジ連携講座 ３単位）

【特別展解説】
●とき ７月26日（日） ▼①午前11時～
11時30分。②午後３時～３時30分 ●
参加料　特別展示観覧料　●ご案内 
角達之助さん（北方民族博物館学芸員）

 学芸員講座②

草木ぞめ～昔のちえにまなぼう
●とき　８月１日（土） ▼午前10時～
正午　●ところ　北方民族博物館 ▼

講堂ほか　●対象　小学生～一般　●
定員　20名　●参加料　100円（保険
料）　●持ち物　染めるハンカチやＴ
シャツ　●講師　齋藤玲子さん（北方
民族博物館主任学芸員）

 土 器 づ く り
●とき　７月25日（土）▼午前10時～
11時30分（形づくり、土器焼きは８月
８日）　●ところ　北方民族博物館　
●対象 小中学生 ●定員 20名 ●参加
料　無料（８月８日は保険料100円必要）
●服装　汚れてもよい服装　●講師 
菅原章子さん（北方民族博物館解説員）

東京農大バイオインダストリーが取り
組むエミュー産業を、市民の皆さんに
身近に感じていただくために月替わり
でイベントを企画運営します。牧場見


