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募集しています

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の休館日　７月６日（月）、13
日（月）、20日（月・祝）、27日（月）
31日 ▼月末整理

■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　他
【第 ２部】 民謡メドレー、宇宙戦艦大

和、氷雨、川の流れのように　他
●入場料　一般券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、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。みなさん来てくださいね！
●とき　毎週土曜日（７月４日・11日・
18日・25日） ▼ 午後２時～　●とこ 
ろ　図書館おはなし室 ▼１階えほん
のもり　●よみて　４日：声の図書館
そよかぜ ▼11日・25日：読み聞かせ会
ハイジ ▼18日：人形劇団たんぽぽ

今月の展示棚
毎月テーマを変えて展示中！
☆７月１日（水）～ 15日（水）
　［美容＆ダイエット］
☆７月16日（木）～ 30日（木）
　［外で遊ぼう］
☆７月１日（水）～ 30日（木）
　［なつやすみにおすすめ］
☆ ２階地方資料コーナー
　［姉妹・友好・交流都市］

夏のおたのしみ会

 

たのしいおはなしがいっぱいです。
●とき　７月30日（木） ▼午前11時～
30分程度　●ところ　図書館 ▼１階
えほんのもり　●演目　おばけのはみ
がき（紙芝居） ▼ももたろう（エプロ
ンシアター） ▼わにわにのおふろ（大

きな絵本） ▼お星さまたべちゃった
（パネルシアター）

古本を集めています
９月に開催予定の図書館「古本市」に
皆様のご協力をお願いします。
●期限　９月10日（木）まで　●収集
１階図書カウンターに直接ご持参くだ
さい ▼百科事典や雑誌など、一部お受
けできない場合があります。

一日図書館員になろう！
図書館の人が、ふだんどんな仕事をし
ているか体験してみませんか。
●とき　８月５日（水）▼午前10 ～正
午　●定員　10名 ▼小学４年生から
６年生限定　●持ち物　修理したい本
１冊　●仕事の内容　本の貸し出し、
返却、本を棚にもどす、本の修理 ▼体
験後、修了証をさしあげます。　●申
込期間　７月１日（水）～30日（木）

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　７月６日（月）、13
日（月）、20日（月・祝）、27日（月）

第50回北海道書道展
　 　 　 網 走 移 動 展

●とき　７月４日（土）～26日（日） ▼

午前９時～午後５時　●ところ　網走
市立美術館 ▼第１・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 ▼土曜日は
市内小中学生無料

友の会『スケッチ会』

市内の風景をスケッチしよう。
●とき ７月26日（日） ▼ 午前10時～ 

［作品解説会・揮毫会］
●と　き　７月12日（日）午前10時～
●ところ　展示会場内  
●講　師　青木空豁先生

●集合　網走市立美術館　●参加資格
友の会会員だけでなく、一般の方、小・
中・高生も参加可　●問合先　美術館
（☎44-5045）

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　７月６日（月）、13
日（月）、20日（月・祝）、27日（月）

貝の標本づくり教室
実際に貝を拾い、標本を作りながら学
んでいただきます。完成した標本は、
お持ち帰りできます。
●とき　７月４日（土） ▼午前９時 
30分～正午 ▼雨天決行　●ところ　博
物館  ●定員  25名　 ●参加料　無料
●対象　市内の小・中学生（父母の参
加可）●申込み
前日までに博物館  

ポー川史跡自然公園観察会
網走では見られないワタスゲなどの植
物がある湿原を木道で渡り、復元住居
内にヒカリゴケが生える遺跡を観察し
ながら自然や歴史を学びます。
●とき　７月５日（日） ▼午前８時～ 

午後４時 ▼
雨 天 中 止 
●ところ　
ポー川史跡
自 然 公 園
（標津町）

▼郷土博物館集合 ●定員 50名 ●参加
料 500円　●申込先　前日までに郷土
博物館　

ファーブル昆虫記を読む会④・⑤
ファーブル昆虫記を最新の補足・訳注
を用いて解説します。１回だけの参加
でも受け付けています。
●とき　④７月17日（金）・⑤31日（金）
午後７時～９時　●ところ　郷土博物
館　●定員　15名　●参加料　無料　
●申込先　前日までに郷土博物館
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網走市民大学受講生募集中

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

網走市民
てづくりすと講座
内容は初心者向けのものですので、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。

・ 定員を超えた場合は抽選となります。
結果は申込み締切後、ハガキなどで
ご連絡いたします。

イベント情報

加々見さんの
いけ花と暮らす３ヶ月
身近にある器や花で、さりげなくいけ
花を楽しみます。
●とき　７月15日（水）、29日（水）、８
月12日（水）、26日（水）、９月16日（水）、
30日（水）全６回 ▼午後１時30分～３
時30分　●ところ　エコーセンター
2000 ▼ １階児童学習室Ａ　●対象 
市 民　 ● 定 員　10名　 ● 教 材 費 
3 ,600円　●講師　加々見春江さん 
●持ち物　花鋏、タオル、ノート、花
を包む紙　●申込・問合先　７月６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）

磯江さんの
俳句入門～初歩の初歩
芭蕉の言に「俳諧は三尺の童にさせよ」
「俳諧は老後の愉しみ也」とあるよう
に、紙と筆さえあれば子どもから大人
まで愉しむことができる俳句。今回は、
俳句の基礎・基本を学ぶ入門編です。
●とき　７月17日（金）、24日（金）、31
日（金）、８月７日（金）、21日（金）、全
５回 ▼ 午後７時～９時　●ところ 

エコーセンター 2000 ▼３階研修室Ａ
●内容　俳句の基礎・基本　●対象 
市 民　 ● 定 員　10名　 ● 教 材 費 
1,000円　●講師　磯江良三さん　●
持ち物　筆記用具、歳時記（お持ちで
ない場合は書店で購入してください

▼推薦：「ザ・俳句歳時記」第三書館・
定価2,900円＋消費税）　●申込・問合
先　７月８日（水）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）

科学で遊ぼう！

あばしり科学フェスティバル
子どものためのお祭り。自由に体験で
きる科学コーナーで科学の楽しさを体
験しよう。
●とき　７月５日（日）　 ▼午前９時30
分～午後１時　●ところ　エコーセン
ター 2000 ▼エコーホール　●入場料 
無料　●対象　主に市内の小・中学生

▼小学生未満でも保護者と一緒に参 
加できます　●内容　自由に体験でき
る科学の実験・工作コーナー・サイエ
ンスショー ▼詳しい内容については、
市内各小学校に案内チラシを配布しま
すので、ご覧ください　●申込・問合
先　社会教育課生涯学習係（エコーセ
ンター 2000内）

  第３講座   ７月10日（金）
　「脳を知り、脳を鍛える」
　　　　　　［講師］
　　　　　　東北大学加齢医学研究所
　　　　　　　 　 教授　川島隆太 氏 

  第４講座  ７月14日（火）
　「日本のこれから、
　　　　　　　日本人のこれから」
　　　　　　［講師］
　　　　　　　数学者・作家
　　　　　　　お茶の水女子大学
 名誉教授 藤原正彦 氏
●講演時間　午後６時30分～８時15分
●会場　エコーセンター 2000  ●受講

方法　１講座1,000円 ▼エコーセンタ 
ー１階案内、又は２階事務室で整理券
を渡しています ▼受講料は当日支払
 【＊道民カレッジ連携講座】

 

 

 
エレクトーンソロ演奏

小学生や中学生の熱意あふれるエレク
トーンのソロ演奏。ポップス、クラシッ
ク、ジャズ、人気ドラマのテーマ曲な
ど幅広いジャンルの音楽を、初夏の風
に乗せてお楽しみください。
●とき　７月11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 M

メ ロ デ ィ

elody H
ハ ウ ス

ouse潮見教室生
徒８名　●曲目　「星に願いを」「おも
ちゃの交響曲」、「相棒　シーズン４オ
ープニングテーマ」　ほか

あばしりファミリー劇場 

 

紙コップと絹糸
だけで作られた
世界でたった一
つの楽器。クラ
ッシクから「崖
の上のポニョ」
まで不思議な音色に感動します！
●とき　９月５日（土） ▼開演　午後
１時30分　●ところ　網走市民会館大
ホール　●入場料　500円（４歳以上） 

▼ 入場券取扱 フジヤ書店、ヒサダ、
ふくや楽器、キタノ靴店、支庁売店、
市役所売店、市民会館、女性センター、 
エコーセンター 2000  

特別ゲストに長山藍子さん

オペラショウ 歌の華祭
●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 ゲスト：長山藍子、ソリスト：
國井道子 ほか　●共演 ＮＨＫ交響楽
団・弦楽四重奏団


