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イ ベ ン ト イ ベ ン ト
第10回市民文化フェスティバル
年に一度、網走市文化連盟が主催する
網走市民の大文化祭です。
各部門の日程などは次のとおりです。

＜会場＞エコーセンター 2000

【子ども書道展】
　10月９日（金）～ 13日（火）
　 ▼１階展示室
【盆栽展】
　10月16日（金）～ 18日（日）
　 ▼１階展示室
【手工芸展】
　10月21日（水）～ 25日（日）
　ちぎり絵・おし花・七宝焼他

　 ▼１階展示室
【華道展】
　池坊華道展
　10月21日（水）～ 22日（木）
　（財）いけばな小原流網走支部
　華道展／子ども教室展
　10月24日（土）
　　　～ 25日（日）
【舞台芸能発表会】
　10月25日（日） ▼午前10時開演
　 ▼エコーホール ▼入場　無料
　　子どもバレー・民謡・舞踊・
　　詩吟・バレー・お琴・大正琴
　　・よさこいソーラン　他

【茶道裏千家 淡交会網走支部 呈茶会】 
　抹茶サービス
　10月25日（日） ▼午前10時～

　 ▼１階ロビー ▼無料（呈茶券当日配付）
【絵画・水墨画展】
　10月29日（木）～ 11月３日（火・祝日）

　 ▼１階展示室
【第７回市民合唱祭】
　11月３日（火・祝日）

　 ▼午後１時開演～４時

　 ▼１階エコーホール ▼入場無料
【子ども創作展～絵・工作～】
　11月11日（水）～15日（日）
　 ▼１階展示室
【陶芸展】
 　平成22年２月18日（水）～ 21日（日）
　 ▼１階展示室
＊問合先　網走市文化連盟事務局
 山本さん（☎090-3462-1386）

第７回網走市民合唱祭

今年も「網走市民フェステバル」行事
の一環として行います。市民合唱の美
しい歌声を会場でお楽しみください。
●出場者　合唱連盟加入団体の他、サ 
ークルや学校など10団体（200名）が参
加する予定です。
●とき　11月３日（火・祝日） ▼午後１
時開演　●ところ　エコーセンター 2000

▼ エコーホール　●入場料　無料 
●問合先  網走合唱連盟事務局 幸坂 
さん（☎45-0651）

イ ベ ン ト
第32回 女性センターフェスティバル
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

10月16日（金）午前10時～午後４時
17日（土）午前10時～午後２時

■ところ　網走女性センター（南３西３）
女性センターを利用している団体・
サークルが日頃の活動の成果をみなさ
んに披露します。

■内　容　【　】は団体名です
　 １ 階 
　【網走友の会】
　　共同購入商品の展示・販売
　　16日：お赤飯販売
　　17日：チキンカレー販売

【新日本婦人の会】
　三陸塩わかめ・自然に優しいシャ
　ボン製品・無農薬茶販売
　16日： おにぎり・豚汁・手作りカ
　　　　ステラ販売
　17日：いなり寿司・わかめスープ
　　　　・手作りカステラ販売
【母親連絡会】
　かんてんゼリー・削り節販売
　資料展示
【Ｉ女性会議】
　三陸海産物・ハイム石鹸・化粧品
　販売
  ２ 階 
【レーザークラフトクラブ】
　革作品（バッグ・小物）展示・販売
【新日本婦人の会】
　各サークル紹介
　作品展示・販売。手編み体験会
【消費者協会】
　啓発パネルの展示
【茶道裏千家淡交会網走支部婦人部】
　お茶席：17日午前11時～
【フリーマーケット】
　日用品・衣類
  ３ 階 
【手編みとパッチワーク】
　パッチワーク作品展示・小物販売
【新日本婦人の会／絵手紙教室】
　作品展示・絵手紙体験教室
　16日午前10時～午後４時
　17日午前10時～午後２時
【花砂丘の集い】
　短歌作品の短冊展示

　　　　　　　　　２階で実施

【岳風会網走支部～詩吟～】
　16日午前11時～
【あばしり健康カニチョッ筋体操体験講習】
　16日午後１時～
【フルート同好会Ａｎｄａｎｔｅ】
　フルート・リコーダー演奏
　17日午前11時～
■駐車場
　センター前は駐車禁止
　（ 南２西３の元市営駐車場、エコーセン
ター2000の駐車場をご利用ください）

■問合先　網走女性センター
　　　　　（☎43-2905）

ミニコンサート
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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。

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。

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。
☆「このミステリーがすごい！」特集
　　10月１日（木）～ 15日（木）
☆［手作りが好き］
　　10月16日（金）～ 31日（土）
☆［おばけ・まじょのおはなし］
　　10月１日（木）～ 31日（土）
☆［農大とあばしり］
　　２階地方資料コーナー

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

今月の休館日　10月５日（月）、13日
 （火）、19日（月）、26日（月）　
●開館時間　午前９時30分～午後４
時30分

第24回北方民族文化シンポジウム関連事業

「北方民族音楽コンサート
　～カンテレ・馬頭琴の夕べ」

募 集

イ ベ ン ト

エコーだより「みんなの元気！」
では、市民の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。掲載してほしい情報の原稿
締切日は
　11月号は10月１日（木）
　12月号は11月２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

図書館の続きです。

フィンランドの弦楽器カンテレと、
スーホの白い馬でおなじみのモンゴル
の楽器馬頭琴(ばとうきん)が奏でる美
しい音色をお楽しみください。
●とき　10月７日（水） ▼午後６時30分
～８時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼１階エコーホール
●演奏者　カンテレ：あらひろこ
馬頭琴・喉歌：嵯峨治彦　
●入場料　無料

▼整理券が必要

▼整理券取扱所　
北方民族博物館、
市役所、エコー
センター 2000

第24回北方民族文化シンポジウム

現代社会と先住民文化①
　～観光・芸術から考える～

観光の場から現代社会と先住民の関係
を見つめ、国内外の参加者による事例
報告、研究発表、討論を行います。
●とき　10月17日（土）、18日（日） ▼午
前９時30分～　●ところ　エコーセン
ター 2000 ▼２階大会議室　●参加料
無料　　　　　
 ＊道民カレッジ連携講座

はくぶつかんクラブ

ビーズでつくる北方のおまもり
●とき　10月24日（土） ▼ 午前10時～
11時30分　●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　●講師　中尾亜未（北
方民族博物館解説員）

企画展

カムチャツカ先住民調査の10年

当館の学芸員による10年にわたるカ
ムチャツカ調査の成果を紹介します。
●とき　10月31（土）～ 12月13日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼特別展示
室　●参加料　無料

［ギャラリートーク］
□とき　11月１日(日)
　① 午前11時～
　② 午後３時～
□案内　渡部　裕（当館学芸主幹）

新婦人ストレッチサークル

一週間の疲れをほぐしてスッキリしま
せんか？腰痛、肩こりの方にお勧め！
●とき 毎週金曜日 ▼午後７時30分～
９時 ●ところ エコーセンター 2000 ▼

１階リハーサル室　●持ち物　タオル、
バスタオル、運動靴　●問合先　新日
本婦人の会網走支部（☎43-6744午後
２時まで）、太田さん（☎43-4510夜間）

どり〜む・くっきんぐ「カボチャ料理」

カボチャのおいしい季節です。今回は
家庭で簡単にできるカボチャのポター
ジュスープと簡単ピラフです。
●とき 10月23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　●問合・連絡先　山
田さん（☎44-5183）、佐々木さん（☎
090-8372-7372）

三浦綾子読書会

三浦綾子さんの作品を学
びあい、楽しく語り合う
集いです。今回のテーマ
は「細川ガラシャ夫人(下)」です。
●とき　10月３日（土） ▼午後２時～４
時　●ところ　エコーセンター 2000

▼３階研修室Ｂ　●参加料　無料　●
対象　どなたでも歓迎　●講師 森下
辰衛先生（三浦綾子記念文学館特別研
究員・全国三浦綾子読書会顧問）　●
問合先　全国三浦綾子読書会網走支部
森下さん（☎44-6344）


