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　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　10月５日（月）、12日
（月）、19日（月）、26日（月）

 湖の鳥観察会

　  　　総合体育館
　  　　市民プールから
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　10月５日（月）、13日
（火・振替休館）、19日（月）、26日（月）

市営陸上競技場フィールド内
　　 芝生補修工事について

芝生補修工事のためフィールド競技の
利用はできません。
［期　間］
10月５日（月）～今シーズン終了まで　
［利用制限種目］
　やり投げ・円盤・棒高跳び・ハンマ 
　ー投げ　が利用できません。
＊トラックの競技についても工事車両
出入りのため、一部の利用が制限され
る場合もありますのでご了承ください。

「体育の日」体育施設無料開放

「体育の日」に体育施設を無料開放い
たします。体を動かしてみませんか。
■とき　10月12日（月・祝：体育の日）
■ところ・内容
【総合体育館】
　時間：午前９時～午後５時
　 ▼室内運動靴を持参してください。
【市営テニスコート】
　時間：午前９時～午後５時
　 ▼利用する場合は総合体育館事務室
にて受付を済ませてください。

【市営陸上競技場】
　時間：午前９時～午後５時
　 ▼個人利用（10名以下）で備品を利
用する場合の備品使用料は無料です。
利用する場合は総合体育館事務室に
て受付を済ませてください。

　━以上の問合先━
　網走市総合体育館（☎43-3647）
【市民プール】
　 時間：午前10時～午後５時（ただし、
遊泳時間は午後４時30分まで） ▼問
合先　市民プール（☎43-0450）

【すぱーく網走（屋内ゲートボール場）】
　時間：午前９時～午後５時
　 ▼問合先　すぱーく網走
　　（☎43-3140）

オホーツクドーム
　利用調整会議のお知らせ

オホーツクドームの利用調整会議を行
いますので利用を希望するチームの代
表者は出席を願います。平成21年11月
１日（日）～平成22年１月31日（日）まで
の３ヶ月間、練習及び大会、イベント
について調整します。なお、調整は市
内のチームを優先します。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　10月22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　オホーツクドー
ム（☎48-3621） ▼ オホーツクドー 
ム指定管理者　㈱オピス（☎61-0880）

湖で休む渡り途中のカモやシギ等の水
鳥たちを観察します。迷鳥が見られる
こともあります。
●とき　10月10日（土） ▼午前８時30分
～ 11時  ●ところ  涛沸湖 ▼博物館集
合　●定員　25名　●雨天　博物館内
で「スライドによる網走の野鳥」を開
催　●参加料　無料　●申込先　前日
までに博物館（☎43-3090）

　呼人半島の自然を
　　　　　　英語で学ぶ会

秋の呼人半島には様々なカモ類が訪れ、
遊歩道沿いの木々には実がたわわに
なっています。この豊かな自然を、英
語で会話できるように学びます。どち
らか一日の参加も、歓迎いたします。

●とき
　１．10月16日（金）：午後７時～９時
　　　 ▼ところ　博物館
　２．10月17日（土）：午前９時～正午
　　　 ▼ところ　呼人半島
●集合　網走市立博物館　●定員　15名
●参加料　無料　●雨天　開催します
●申込先　前日までに博物館（☎43-3090）

月・木星、秋の星座、
　アンドロメダ大星雲を見る会

秋は星座神話のストーリー上の人物が
たくさん登場する季節です。月と木星、
もっとも大きな星雲であるアンドロメ
ダ大星雲も観察します。
●とき　10月23日（金） ▼午後５時～６
時30分　●ところ　博物館　●雨天　
博物館内で天文学習会を開催します　
●参加料　無料　●申込先　当日会場
で受け付けます

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の休館日　10月５日（月）、12日
（月）、19日（月）、26日（月）、30日（金）、

▼月末整理

対面朗読サービス日

毎週土曜日、読み聞かせ会を行ってい
ます。皆さん来てね！
●とき　毎週土曜日（10月３日・10日
17日・24日・31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

　 ▼３日：声の図書館そよかぜ

　 ▼ 10・24日：読み聞かせ会ハイジ

　 ▼ 17日：人形劇団たんぽぽ

　 ▼ 31日：紙芝居サークル玉手箱

●とき 10月14日（水）、28日（水） ▼午前10
時～午後３時（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
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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。

エコーセンター2000から
Tel 43－3705　Fax 45－0733

『男の居場所・女の居場所』
第14回暮らしいきいきフォーラム
 ～超少子化
　 －危機に立った日本社会～

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。

イベント情報

募集しています

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　10月５日（月）、12日
（月）、19日（月）、26日（月）

共催展

友の会「わたしの網走」展

女性と男性のより良い生き方を考える
講演会です。今年は網走市出身の鈴木
りえこさんを講師に迎え、少子化や貧
困の問題について考えます

講師
網走市出身
最貧国の貧困層半減をめざすNPO

ミレニアム・プロミス・ジャパン

理事長  鈴木 りえこ 氏

●内容　日本社会の危機を乗り越える
ために、ジェンダーにとらわれない一
方で、責任を伴う自由な活動が可能な
真の男女共同参画社会を築くことが必
要です ▼国連関係の女性達へのインタ
ビューを交え、世界の女性の生き方を
地方の生活と結びつけてお話しいただ
きます。
●とき　10月９日（金） ▼午後６時30分
～８時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼２階大会議室　●対象　興味の
ある方どなたでも　●定員　120名　
●参加料　無料（託児あり。ご希望の方
は９月30日（水）までにお申込みくださ
い）　●共催　暮らしいきいきフォー

ラム実行委員会、網走市教育委員会　
●申込・問合先 社会教育課生涯学習係

＜幼児をもつ親の子育て講演会＞

 『絵本には人生の訓えが
　 いっぱいつまってるin2009』

「朗天狗（ほがらかてんぐ）」創設者で
日本初のブックドクターを講師に招き、
絵本や読み聞かせの大切さを熱く語っ
ていただきます。会った人はみんな元
気になる不思議な魅力を持ち、イベン
トや講演会に日本全国で活躍中です。
●とき　10月30日（金） ▼ 午前10時30 
分～正午 ▼受付10時～　●ところ　エ
コーセンター 2000 ▼ ２階大会議室 
●講師　ブックドクターあきひろ氏 
●対象　就学前の幼児をもつ親、その
他どなたでも　●定員　100名程度　
●参加料　無料（託児事前申込み必要）
●申込先　10月23日（金）までに社会教
育課生涯学習係

第29回網走市寿大学祭

寿大学は65歳以上の学生が、教養講
座やクラブ活動などを通じて仲間づく
りや教養を深めています。今回も全て
のクラブが一年間の日頃の学習成果を
披露します。広く家族や友人、知人に
も来ていただきたくご案内いたします。
【エコーホール】
茶道・舞踊・民謡・詩吟・カラオケ
【展示室】
園芸・手芸・短歌
●とき　10月７日（水） ▼ 午前10時～ 
午後２時30分　●ところ　エコーセン
ター 2000 ▼１階エコーホール・展示室
●入場料　無料　●問合先　社会教育
課生涯学習係

美術館友の会のメンバーによる網走を
テーマにした作品展です。
●とき　10月６日（火） ▼午後１時～ 11
日（日） ▼午後４時まで　●ところ　網
走市立美術館 ▼第２展示室　●観覧 
料　無料

利用展

MOA美術館網走児童作品展

●とき　10月16日（金） ▼ 午後１時～
18日（日） ▼午後４時まで　●ところ　
網走市立美術館 ▼第２展示室　●観覧
料　無料

企画展－シリーズ北を描く2009－

『北の日本画・新たなる萌芽』

“北”をテーマにした『シリーズ北を
描く』。本年度は北海道在住の新鋭作家
による日本画の作品を紹介いたします。

●出品予定作家　平向功一、羽子田龍
也、朝地信介
●とき　10月24日（土）～11月29日（日）

▼午前９時～午後５時　●ところ　網
走市立美術館 ▼第２展示室　●観覧料
高校生以上400円。小中学生200円（常
設展も観覧できます。市内小中学生は
土曜日無料）


