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対面朗読サービス日

●とき　12月９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

             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。

 

□ 大掃除 ▼ 12月１日（火）～ 15日（火）
□ お正月 ▼ 12月16日（水）～ 29日（火）
□ ふゆやすみにおすすめ

　  　 　 　 ▼ 12月１日（火）～ 29日（火）
□ 網走ブランド

　  　 　 　 ▼２階地方資料コーナー    

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　12月７日（月）、14日
（月）、21日（月）、23日（水・祝）、28
日（月）、31日（木） ～１月５日（火）

▼年末年始休館

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　12月７日（月）、14日
（月）、21日（月）、23日（水・祝）、28
日（月）、31日（木） ～１月５日（火）

▼年末年始休館

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の休館日　12月７日（月）、14日
（月）、21日（月）、23日（水・祝）、28
（月）、30日（水） ▼ 月末整理 31日 
（水）～１月５日（火） ▼年末年始休館

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（12月５日・12日・
19日・26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　５日：声の図書館そよかぜ   
　　12日・26日:
　　読み聞かせ会ハイジ
　　19日：
　　人形劇団たんぽぽ

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　12月７日（月）、14日
（月）、21日（月）、28日（月）
31日（木） ～１月５日（火） ▼年末年
始休館

　　　 網走市立美術館友の会
　　　 第６回『年賀状コンクール』

（当日券2,000円）　●チケット取扱所
キタノ靴店、ふくや楽器、フジヤ書店、
ブーランジェリープーブー、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

募　集

●募集期間　１月１日（金）～15日（金）
●規格　年賀ハガキまたはハガキサイ
ズの画用紙など ●応募内容 絵画・版
画・絵手紙・俳句・写真・書などジャ
ンルは問わないがオリジナルのもの
(作品は返却しません) ●応募方法　住
所・氏名・電話番号・学校学年などを明
記の上、郵送または美術館ポストに直
接投函（事務室への持参可） ▼宛先：
〒093-0016 網走市南６条西１丁目　
網走市立美術館友の会『年賀状コン
クール』係　●展示期間 １月19日（火）
～ 31日（日） ▼美術館ロビー●表彰 
大賞１名、準大賞２名、佳作５名 ▼２
月７日（日）美術館にて表彰

　　　 第56回写真道展
　　　 ・第27回学生写真道展
企画展

●とき　１月６日（水）～31日（日）　●
ところ　市立美術館 ▼ 第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。市内
小中学生は土曜日無料）

第5回大賞受賞作品

月、木星、秋の星座
アンドロメダ大星雲
を見る会

月と木星、ぺガススやカシオペアなど
の秋の星座を見ます。寒いので一番暖
かい服装でご参加ください。
●とき　12月21日（月） ▼午後５時30
分～７時30分 ▼雨天時は館内で学習
会　●ところ　郷土博物館　 ▼前庭　
●定員　特になし　●参加料　無料　
●申込先　当日会場にて受付 １月のスポーツ教室

1 冬休みスキー教室
◇とき　１月12日（火）、13日（水）、
　14日（木）（予備日16日（土））計３回
　 ▼午前10時～正午　
◇ところ 網走レーク
　　　　 ビュースキー場　
2 冬休みスケート教室
◇とき　１月12日（火）、13日（水）、
　14日（木）（予備日16日（土））計３回
　 ▼午前10時～正午
◇ところ 網走市営
　　　　 スケート場

［対 象］小学１～６年生の網走市民
　 ▼親子での参加可能
［定 員］ 30名 ▼定員になり次第締切
［参加料］1,000円（保険料・教材費）
　 ▼親子参加の場合2,700円（保険料
　2,200円＋教材費500円）
［ 内 容］基礎技術の習得および健康体
力づくり

［募集期間］12月15日（火）～ 24日（木）
　 ▼火～土曜日：午前９時～午後９時
　 ▼  日曜日・月曜日・祝日：午前９時
～午後４時30分

［ 申込方法］参加料を添えて総合体育
館まで（電話での申込不可） ▼申込
終了後キャンセルした場合、参加料
はお返しできません
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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

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。

 

 芸術文化公演
　　  市民企画の募集

アートセラピー講座

網走市民まなびすと講座

宮本笑里ヴァイオリンリサイタル
今  最も輝いているヴァイオリニスト

◆年末年始休館日のお知らせ◆
12月31日（木）～１月５日（火）です。

　みんなでチャレラン！
　お昼ごはんはお好み焼き！

 網走市子ども大会2009

「チャレラン」は「チャレンジランキ
ング」の略で、色々な遊びの記録に挑
戦するものです。参加料無料、当日受
付で市内の子どもならどなたでも参加
できます。
●とき　12月６日（日） ▼午前11時～午
後２時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼２階大会議室　●対象　市内の
子ども（幼児は保護者同伴）　●申込 
当日受付 ●参加料　無料　●内容 
詳しい内容については、学校で配付さ
れるチラシをごらんください ●問合
先 エコーセンター 2000 ▼網走市子ど
も会育成連合会事務局（☎43-3705）

普段は何気なく目にする色ですが、そ
の人の体調、過去の出来事により心の
受け止め方が違います。色のイメージ
遊び、言葉の色遊びなどを行い、アー
トセラピー (色)の楽しさ、不思議さを
体験します。
●とき　12月17日（木） ▼午後２時～４
時30分　●ところ　エコーセンター

2000 ▼３階学習室　●講師　村石美智
子さん（ハート＆カラー「色彩学校」
認定講師） ●定員 30名 ●対象　網走
市民（親子での参加も可）●教材費　
無料　●持ち物　色の出せるもの（色
鉛筆、おりがみ等色の出せるものなら
何でも構いません）。絵の持参可（自分、
子どもが描いた絵、落書き等、講師に
見ていただきたい絵を２枚ご持参くだ
さい）●締切　12月10日（木）まで。定
員を超えた場合は抽選します　●申
込・問合先　社会教育課生涯学習係

職場内父親の家庭教育講座
 父親の子育て学習会

ますます重要になった「父親の家庭教
育への参加」を目指す支援事業です。
職場・団体・グループで子育て学習会
を開いてみませんか。
●開催期間　平成22年２月28（日）まで
●実施機関　網走市教育委員会
●学習内容　家庭教育分野で企画する
方の希望を考慮します　●講師　謝礼
金は教育委員会が負担します　●申込
締切　実施希望の２ヶ月前までに申請
書を提出する（申請書は社会教育課に
あります） ●申込・問合先　社会教育
課生涯学習係

平成22年度にエコーセンター2000で
行う芸術文化公演事業の市民企画を募
集します。

【対象事業】
公演者はプロ及びそれに準ずるものと
し、芸術性の高いものとする。応募企
画は１団体につき１公演までとします。
【応募資格】
網走市民及び網走市内に事務所を持つ
文化団体で、次の条件を満たすもの。
【応募条件】
（1 ）網走市の芸術文化の振興に寄与し
市民に優れた芸術文化の鑑賞機会を
提供しようとするもの。

（2）企画した公演事業を実施から完了
　 まで、オホーツク・文化交流センタ
　ーと協力して行うことができること。

　① 実行委員会等を組織して事業の宣
伝、入場券の販売等に積極的に参
加できること。

　② 受付、会場整理等公演当日の業務
に協力できること。

【応募方法】
「網走市芸術文化公演事業企画書」に
必要事項を記載、その他書類を添付し
てお申し込みください（用紙はエコー
センター 2000にあります）
【提出期限】平成22年１月31日（日）
＊ 詳細、お問い合せは社会教育課生涯
学習係まで　

琴伝流 大正琴

 音夢の会ドルチェ
12月は琴伝流大正琴「音夢の会ドル
チェ」による演奏会です。大正琴の美
しい音色をお楽しみください。
●とき　12月12日（土） ▼ 午前11時30 
分開演　●ところ　エコーセンター
2000 ▼アトリウムロビー　●曲目 ロ
シアンメドレー、聖しこの夜、ホワイ
トクリスマス 他　●入場料　無料　
●問合先 社会教育課生涯学習係

イベント情報

彼女が奏でているのは、ＮＨＫ大河ド
ラマ「天地人」紀行テーマや、ＴＢＳ
系テレビ「ＴＨＥ世界遺産」メインテー
マ。チケットのお求めはお早めに！
●とき　12月16日（水） ▼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　●出演　ヴァイ
オリン：宮本笑里さん、ピアノ：浦 
壁信二さん　●入場料　一般2,000円
（当日券2,500円）、高校生以下1,500円


