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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　８月３日（月）、10日
（月）、17日（月）、24日（月）、28日（金）

▼月末整理、31日（月）

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（８月１・８・15・
22・29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
　 ▼１日：声の図書館そよかぜ
　 ▼８日・22日：読み聞かせ会ハイジ
　 ▼15日：人形劇団たんぽぽ
　 ▼29日：紙芝居サークル玉手箱

今月の展示棚
毎月テーマを変えて展示中！ぜひ、ご
覧ください。

☆［ホラー・怪談本特集］

　　８月１日（土）～ 15日（土）
☆［大好き北海道］

　　８月16日（日）～ 30日（日）
☆［なつのおはなし］

　　８月１日（土）～ 30日（日）
☆［網走ロケ地紀行］

　　２階地方資料コーナー

能取岬の自然展

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　８月３日（月）、10日
（月）、17日（月）、24日（月）、31日（月）

　星座への招待

 

動物とふれあおう！

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、６月から「子
どもと動物ふれあい事業」を
開催しています。
●今後のスケジュール
８月９（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  呼人トレ 
ーニングフィールド　●内容　韓国山
羊、うさぎ、モルモット、ひよこ　 
●問合先　社会教育課管理係（エコー
センター 2000内）

 

対面朗読サービス日

●とき　８月12日（水）、26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　前日までにお申
込みください。

 

ＮＨＫ全国巡回朗読セミナー（Ｂコー
ス）が網走で開催されます。この機会
に朗読技術のステップアップを目指し
ませんか。
●とき　10月15日（木） ▼午前９時30
分～午後４時　●ところ　エコーセン
ター 2000 ▼３階視聴覚室　●参加料
7,000円 ▼ 網走市民は半額図書館で 
負担します　●定員　21名　●申込期
間　８月１日（土）～30日（日）まで。 
定員になり次第締め切ります。

中級朗読講座に参加しませんか

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。

 特別企画展

網走を代表する景観地である能取岬に
ついて展示・解説します。
●とき　８月１日（土）～９月30日（水）

●ところ　郷土博物館　●見学料　入
館料にて観覧

特別企画展　展示説明会

開催中の特別企画展「能取岬の自然
展」の説明会です。展示までに行っ
た現地調査の結果や展示物について
解説します。
●とき　８月９日（日） ▼ 午前10時
～正午　●ところ　郷土博物館 ▼

特別展示室　●参加料　無料
●申込先　郷土博物館まで

第27回
夏のオホーツク

天の川、夏の星座・星雲・星団を観察
します。ペルセウス座流星群の活発な
時期なので流れ星も多く見られます。
●とき　８月26日（水）午後７時～11時

▼雨天中止　●ところ　小清水原生花
園 ▼現地集合　●参加料　無料　●申
込先　当日会場で直接申込みください
●その他　開催時間中の出入りは自由
ですので、お気軽にお越しください。

民俗資料収蔵展示施設の開放

実豊地区にある博物館の収蔵施設を開
放します。小学校だった建物いっぱい
に民俗資料が並んでいます。
●とき　⑤８月31日（月）～９月６日
（日）・午前10時～午後４時 ▼雨天解放
●ところ 民俗資料収蔵展示施設 ●参
加料　無料　●申込先　当日会場で受
け付けています。



あばしり19 あばしり広
報

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。

加藤さんの

パッチワーク入門

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  

網走市民大学講座受講者募集

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。

 

初心者でも大丈夫。ミニキルトや季節
の小物を作ります。
●とき　９月８日（火）、29日（火）、10
月13日（火）、27日（火）、11月10日（火）、
24日（火）全６回 ▼ 午前10時～正午
●ところ　エコーセンター 2000 ▼研
修室Ｃ　●対象　市民（若い人歓迎）
●定員　2 0名　 ●教材費　3 , 0 0 0円
●講師　加藤友子さん　●持ち物　洋
裁道具、筆記用具　●申込・問合先　８
月27日（木）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

 

■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～
　　　　　　　               
        　　     東京農業大学食品科学科
　　 　　　　　　教授  渡部 俊弘 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大会議室
●受講方法　1講座1,000円 ▼ 当日直
接受付にお越しください。
 [＊道民カレッジ連携講座]

■第５講座　９月５日（土）
「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
●講演時間 午後３時～４時30分
●会場 エコーセンター 2000大会議室
●受講方法　１講座1,000円。エコー
センター１階案内又は２階事務局で整
理券をお渡ししています。受講料は当
日お払いください。
 [＊道民カレッジ連携講座]
＊問合先　網走市民大学事務局

イベント情報

「もののけ姫」で一世を風靡した日本
を代表するカウンターテナー歌手の米
良美一と詩人の谷川俊太郎、ピアニス
トの谷川賢作による歌と朗読と演奏の
コラボレーションステージです。
●とき　９月２日（水） ▼午後７時開
演　●ところ エコーセンター 2000 ▼

米良 美一 谷川俊太郎 谷川 賢作

米良美一 谷川俊太郎を歌う

歌と朗読公演

エコーホール　●チケット 一般3,000
円（当日3,500円）、高校生以下 1,500
円（当日2,000円） ▼チケット取扱所 
エコーセンター 2000、フジヤ書店、
ふくや楽器、キタノ靴店、市役所売店、
●問合先　エコーセンター 2000（☎
43-3705）

カンバ・タンゴ
コンサート

本場アルゼンチン
のカンバ・タンゴ
の生演奏が、期待
の若手バンドネオ
ン奏者の平田耕治
をリーダーとして
網走で実現します。

【演奏者】
・バンドネオン：平田 耕治
・ギター：アリエル・ロペス・ルイス
　　　　　ルーカス・ステリン・ペンセル
・コントラバス：カロリーナ・カハル
・ボーカル：ルース・デ・ビセンソ
●とき　９月18日（金） ▼午後６時30
分開演　●ところ　エコーセンター
2000 ▼ エコーホール　●チケット
一般2,000円（当日2,500円）、高校生
以下1,500円（当日2,000円）　●チケッ
ト取扱所　エコーセンター 2000、フ
ジヤ書店、キタノ靴店、ふくや楽器、
市役所売店　●問合先 エコーセン
ター 2000（☎43-3705）


