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　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

２月の休館日
６日（月）、11日（土・祝）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）

輪かんじきで歩く会

●とき　２月５日（日） ▼午前10時～
正午　●ところ　桂ヶ岡公園 ▼博物
館集合　●定員　15人　●参加料 
無料　●持ち物　一番暖かい服装、冬
用の長靴など。　●申し込み　前日ま
でに博物館

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

２月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）、29日（水） ▼図書整理
※11日（土・祝）祝日開館

▼午前９時30分～午後５時

今月の展示棚

●手づくりお菓子特集

　 ▼２月１日（水）～ 15日（水）　
●目指せ雑学王

　 ▼２月16日（木）～ 28日（火）　
●ずっと読まれている絵本

●流氷（２階地方資料コーナー）
　 ▼２月１日（水）～ 28日（火）

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日：４日・11日・18日・
25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　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

●とき　２月22日（水） ▼午前10時
～ 10時30分　●ところ　図書館お
はなし室 ▼１階えほんのもり

０歳からのおやこで楽しむ
よみきかせ会

対面朗読サービス日

●とき　２月８日（水） ▼午前10時～
午後３時（昼食時間を除く）、22日（水）

▼午前10時～正午　●ところ　図書
館 ▼２階対面朗読室　●申し込み 
前日までに図書館図書係

第36回子ども書初め展

●とき ２月５日（日）～９日（木） ▼午
前９時～午後５時（初日は午後１時か
ら、最終日は午後３時30分まで）
●ところ　網走市立美術館 ▼第１・第
２展示室　●観覧料　無料　●問い
合わせ　網走市書道連盟　金子さん
（☎44-5593）

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

２月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）

画板はこちらで用意します。
●主催　オホーツク・アートセミナー
実行委員会、網走市立美術館　●申し
込み・問い合わせ　網走市立美術館

藻琴山「歩くスキーツアー」
１面の銀世界が広がる藻琴山で歩くス
キーをして快適な汗を流し、心身のリ
フレッシュをしてみませんか？
●とき　３月４日（日）
　８：45　総合体育館集合
　９：00　総合体育館出発
　10：00　登山口スタート（２時間コース）

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

２月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月） 
※11日（土・祝）臨時開館

利用展

ギャラリートーク
●とき　２月19日（日） ▼午前10時
～11時　●ところ　展示室内　●解
説　吉田 豪介氏（美術評論家）

現代作家シリーズ2011
「第５回　北海道現代具象展」

●とき　2月11日（土・祝）～ 3月11
日（日） ▼午前９時～午後５時　●と
ころ　網走市立美術館 ▼第１・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）

企画展

美術館実技講座「版画入門」

版画の基礎を学ぶ連続４回の講座です。
●とき　木曜日：２月２日、９日、
16日、23日 ▼午後６時～８時30分　
●ところ　網走市立美術館　●対象
高校生以上　●定員　10人　●受講
料　1,000円（教材費として）●講師
当館学芸員

募　集

オホーツク・アートセミナー描画講座
「静物画の構図」

日本を代表する洋画家のひとりである
笠井誠一先生に指導していただきます。
●とき　２月25日（土）、26日（日）

▼午前10時～午後5時　●ところ　
エコーセンター2000 ▼３階研修室Ｃ
●対象　高校生以上（中学生は要相談）
●定員　15人　●講師　笠井誠一先
生（洋画家　立軌会同人、愛知県立芸
術大学名誉教授）　●受講料　一般
3,000円、高校生 1,000円　●持ち物
スケッチブック、鉛筆、消しゴム、キャ
ンバス・画用紙、油彩・水彩・クレヨ
ンなどの用具一式 ※イーゼル（三脚）、

閏日に水星・金星・月・木星・
火星・冬の星座を見る会

閏日は４つの惑星を見ることができま
す。天文と暦の関係を学びながら、
天文を楽しみます。
●とき　２月29日（水） ▼午後５時～
８時　●ところ　郷土博物館前庭　
●参加料　無料　●持ち物　一番暖か
い服装をお勧めします。　●申し込み
当日会場で受付
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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いたします。

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。

平成24年度 網走市寿大学学生募集

網走市寿大学では、高齢期に必要な教
養や生活能力を身につけ、健康で心豊
かに過ごすため、学習意欲ある学生を
募集します。
●募集対象　65歳以上の網走市民 ▼

平成25年３月までに65歳に達する人
●募集人員　50人（定員になり次第締
切）　●開設期間　平成24年４月～平
成25年３月　●学習場所　エコーセ
ンター2000　●学習日　毎月第２・
第４水曜日 ▼午前10時～午後２時30
分　●学習内容　午前中は集合学習
（一般教養講座）、午後からはクラブ活
動(カラオケ・舞踊・民謡・茶道・詩吟・
園芸・短歌・書道・手芸） ▼大学行事：
入学式・卒業式 ▼自治会行事：総会・
奉仕活動・大学祭・賀寿祝賀会・宿泊
旅行など　●修了年限　４年制（卒業
後、希望により大学院への進学可能）
●受講料　無料（ただし、各クラブにお
いての実費負担あり）　●入学式　４

琴伝流　大正琴　音夢の会 ドリーム

●とき　２月11日
（土）   ▼午前11時
30分～　●ところ　
エコーセンター2000

▼アトリウムロビー　
●曲目　「美しき天然」
ほか ●入場料 無料　
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係

平成23年度　豊かな心を育てる標語入選作品

市内小中学生から募集した2,536点の中から入選した30作品について、毎月紹介していきます。

【親切部門】
・なりたいな　人のいたみが　わかる人
 網走小４年　南出　竜之介
・助け合う　心の絆　広めよう
 潮見小５年　小村　咲綾　
・差しのべて　あなたのその手が　優しさに
 第四中３年　藤石　眞子　

【命の大切さ部門】
・いのちはね　おやからもらう　バトンです
 中央小４年　多田　覇功　
・生きている　一番うれしい　きせきだよ
 潮見小６年　渡辺　大輔　
・消さないで　あなたの存在　大切さ
 第四中３年　前畑　可奈枝

月11日（水） ▼午前10時30分 ▼エコー
センター 2000 ▼エコーホール
※３月下旬に入学式案内を郵送。●募
集期間　２月１日（水）～３月２日（金） 
●申し込み・問い合わせ　社会教育課
生涯学習係へ直接または電話でお申し
込みください。（平日の午前９時～午後
５時）※入学願書、募集要項はエコーセ
ンター2000にあります。

網走友の会の
「春餅（シュンピン）でおもてなし」

春餅（ｼｭﾝﾋﾟﾝ）は中国の立春の節句日
に作って楽しむ料理です。家族、親し
い集まりのご馳走にいかがですか。
●とき　２月22日（水） ▼午前10時～
12時30分　●ところ　エコーセンタ 
ー 2000 ▼１階クッキング室　●対象
市民　●定員　20人（希望者には託児
を用意します）　●教材費　500円　
●講師　網走友の会さん　●持ち物
エプロン、三角巾、筆記用具　●申し
込み・問い合わせ　２月12日（日）午後
５時までに社会教育課生涯学習係※定
員を超えた場合は抽選します。 ▼ＦＡ
Ｘ可

網走市民
てづくりすと講座

「第25回豊かな心を育てる
　　　小中学生の意見発表会」

小中学生は何を思い、何を求めている
のか！子どもたちの率直な意見を聴い
てください。

●とき　２月４日（土） ▼午後１時
30分～３時30分 ▼午後１時開場　　
●ところ　エコーセンター2000 ▼エ
コーホール　●内容　市内の小中学生
が豊かな心を育てる運動（あいさつ、
親切、命の大切さ、環境美化、はきも
のをそろえる、やり抜く、勇気、福祉）
に関して、日頃感動したこと、疑問に
思ったこと、将来の希望などを市民の
前で発表します。市内小中学生（各校
代表１名） ▼計15名　●対象　一般
市民、教育関係者　●入場料　無料
●主催　網走市豊かな心を育てる活
動推進会議　●問い合わせ　網走市
豊かな心を育てる活動推進会議事務
局（エコーセンター2000内）

ジュニア バイオリン合奏団
オホーツク アルモニアヴィオーレ

●とき　２月25日
（土）   ▼午前11時
30分～　●ところ　
エコーセンター2000

▼アトリウムロビー
●曲目　「キラキラ
星変奏曲」ほか　
●入場料　無料　
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
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