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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。

募  集

イベント

初心者教室　生徒募集！
水泳クラブ 「網走マスターズクラブ」

まるっきり泳げなくて
も大丈夫。まずは、水
に親しむことからはじ
めませんか？
●とき　４月７日（土）～ 11月末日

▼毎週土曜日 ▼午後７時30分～９時
●ところ　網走市民プール　
●対象　18歳以上の健康な男女　
●入会金・会費　年額　4,000円（ス
ポーツ保険料1,850円含む）※プール
入場料各自負担　■同時募集！（レ
ギュラーコース会員）毎週火曜日・

市民映画鑑賞会『一枚のハガキ』

戦争で全てを失った男と女。彼らを巡
り合わせたのは「一枚のハガキ」。
新藤兼人、映画人生最後にして最高の
傑作！是非、ご覧ください。

●とき　３月10日（土）
・１回目　開場　12：30
　　　　　上映　13：00 ～ 14：54
・２回目　開場　15：30
　　　　　上映　16：00 ～ 17：54
●出演　豊川悦司、大竹しのぶ他
●ところ　エコーセンター 2000

▼エコーホール　●入場料　500円
●チケット取扱場所　エコーセンター
2000、まちプラ（南4条西１）
●問い合わせ　シネマ倶楽部あばしり
事務局　井上さん　090-8429-3905

̶シリーズ・・・社会教育委員の目̶

⑬知っていますか？社会教育委員
私たちは、講演、研修、講座、個人的
趣味の会など数えればきりがないくらい
に日々、色々なものに参加していると思
います。子どものころは、何のために勉
強するのかと疑問を持ちながらも、言わ
れるがままやっているから、ある意味苦
痛を伴うことも多かったはずです。でも
大人になってからの学習は自発的なもの
だから、結構楽しかったりすると思いま
す。もちろん場合によっては嫌な時間も
あるでしょうが、自分で選んだものだと
思えば耐えられるし、極端に言えば、や
めようと思えばやめられるのですよね。
じゃ、なぜやめないのかと言えば仲間と
の出会いなど、自分なりの何らかの楽し
みを見出しているからではないでしょう
か。学校でも、地域でも楽しいと感じる
ことがひとつでもあれば、人はその場所
へ行くことができる。見つけるのも続け
るのも自分自身だけれど、見つけられた
り出来る環境作りのお手伝いをすること
も社会教育の目的であり、社会教育委員
の役割なのかな・・と思うこの頃です。
 網走市社会教育委員　Ｎさん

新婦人の水泳サークル
「しろくま班」新規会員募集！

水の楽しさを知って、泳ぐのが大好
きな仲間になりましょう！
■大人対象コース■
【アクアコース】…泳げなくても大丈
夫、水の中でウォーキングとリズム運動
●毎週火曜日（昼の部）
　 ▼午後１時15分～２時15分
●毎週木曜日（夜の部）
　 ▼午後７時30分～８時30分　
【マーメイドコース】…初めて水に
入る人から四泳法まで
●毎週木曜日（昼の部）
　 ▼午後１時15分～２時30分
●毎週水曜日（夜の部）
　 ▼午後７時30分～８時45分
■子ども対象コース■
【幼児コース】…水遊びを通して水に
親しむ
● 火曜・金曜コース（年少は保護者同
伴） ▼午後２時30分～３時30分

【小学生コース】…水慣れから四泳
法
●火曜コース（初級・中級コース）
　 ▼午後４時10分～５時45分
●水曜・金曜コース
　 ▼午後４時10分～５時45分　
【上級者コース】…四泳法の習得
●土曜コース（小・中・高生対象）
　 ▼午後４時30分～５時45分
【レベルアップコース】…200m個人メ
ドレーを目指し、陸トレも実施
●水・木・金曜
　陸トレ ▼午後５時30分～
　スイム ▼午後６時～７時30分
※週一回から複数回、選んでいただけ
ます。※各コース定員になり次第、締
め切らせていただきます。　
●締め切り　３月19日（月）　●とこ
ろ　網走市民プール　●問い合わせ
新日本婦人の会網走支部　しろくま班
水泳サークル☎・ 43-6744　※電話
受付（平日 午前10時～午後２時）

産後のボディケア＆フィットネス教室

●とき　毎週金曜日 ▼午前10時～正午

▼［３月コース］３/２、９、16、23（全４回）
●ところ　北コミュニティセンター
●対象　産後２カ月以上の女性から
産後数年の子育て中の方まで ※生後
210日以内の赤ちゃんは一緒に参加で
きます。　●申し込み　名前・電話
番号・出産日・赤ちゃん同伴の有無を
記入のうえメールにてお申し込みくだ
さい。●問い合わせ　永野間さん
Mail：k.naganoma1224@gmail.com

金曜日 ▼午後７時30分～９時　
※詳細は下記へお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ　網走マスター
ズクラブ　代表　及川さん　☎44-3505
事務局　金田さん　☎090-2812-1545

女性☆こころのケア講座（全12回）
ＤＶ＆家族と子ども相談所

●とき・内容　昼：午後1時  夜：午後
６時　⑪３月13日（火）「育った環境・
子ども時代の暴力の影響」　⑫３月27
日（火）「自尊心・あなたが持ってい
る力」　●ところ　北コミュニティセン
ター ▼２Ｆ和室４　●参加料　各
2,100円　●問い合わせ　社会福祉士
山田さん ℡ 080-6084-1919 
mail dvtp@ezweb.ne.jp
HP http://www.dvtp.net/
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　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

３月の休館日　５日（月）、12日（月）、
19日（月）、26日（月） 
開館時間　
午前９時30分～午後４時30分

「ミニチュアでみる世界の台所事情」

●とき　２月４日（土）～４月８日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼特別展
示室　●観覧料　無料　

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

３月の休館日
５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

３月の休館日
５日（月）、12日（月）、19日（月）、
20日（火・祝）、26日（月）
臨時休館（展示替え）
21日（水）～23日（金）

企画展

布えほん講習会

ボランティアサークル「布えほんの
会 まるちゃん」の協力指導のもと、
２日間かけて布えほんを製作します。
●とき　３月28日（水）、29日（木） ▼

午前10時～正午　●ところ　エコー
センター2000 ▼２階交流室　●定員
先着５名（２日間参加できる方に限り
ます）　●募集期間　３月１日（木）
～ 25日（日）　●参加料　無料　 
●申し込み　図書館図書係　

転出される方へ

いつもご利用ありがとうございます。
転出前に、返却し忘れているものがな
いかご確認と、予約申し込みされてい
るものがあればキャンセルの手続きを
お願いします。また、かしだしカード
の登録抹消手続きもお受けしますの
で、カウンターまでお越しください。

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）

共催展

JTC テキスタイルの未来形
2012 網走展

●とき　３月24日（土）～４月30日
（月・振休）※昭和の日4/29、振替休
日4/30は臨時開館します。 ▼午前９
時～午後５時（最終日は午後４時まで）
●ところ　網走市立美術館 ▼第１・第
２・第３展示室　●観覧料　無料

関連事業

テキスタイルの未来形2012網走展
シンポジウム　『制作の視点から』

●とき　３月24日（土） ▼午後３時～
午後５時　●ところ　エコーセン
ター2000 ▼３階 視聴覚室　●司会
加藤 義夫氏（加藤義夫芸術計画室） 
●パネラー　石井 香久子氏（九州産業
大学芸術学部助手）、 出居 麻美氏（東
京藝術大学工芸科染色研究室・横浜美
術大学工芸領域）、 下重 泰江氏（武蔵
野美術大学非常勤講師）、 下村 好子氏
（染織アトリエweb koko主宰・武蔵野美
術大学特別講師）
※シンポジウムの入場は無料です。参
加ご希望の方は予約・整理券等は不要
ですので、直接会場にお越しください。
●問い合わせ　網走市立美術館

少年少女 バスケットボール教室

●とき　３月27日（火）、28日（水）、
29日（木）計３回 ▼午前10時～正午　
●ところ　網走市総合体育館 ▼アリ
ーナ　●対象　網走市の新小学２～６
年生　●定員　20人 ▼定員になり次
第締切ります。　●参加料　600円
●内容　基礎練習からゲームまで　 
●申し込み・問い合わせ　総合体育館
［募集期間］平成24年３月６日（火）
～３月21日（水）
［申込方法］参加料を添えて直接総合体

育館にお越しください。（電話での申
し込みはお受けできません）

▼保険加入後に
キャンセルされた
場合、参加料はお
返しできません。
［申込時間］
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

平成24年度
いきいき健康体力づくり教室

４月の第１回目の開講式・体力測定か
ら始まり、毎月種目を変えて、パーク
ゴルフ、野外レクリエーション、水中
運動、ラージボール、歩くスキー、フ
ロアーカーリング大会などを行います。
●とき　平成24年４月12日（木） ▼午
後１時～平成25年３月14日（木）午後
３時まで　●ところ　網走市総合体
育館ほか　●対象　市内に住む60歳
以上の男女　●定員　100人 ▼定員
になり次第締切ります。　●参加料
1,850円（傷害保険代）　●募集期間
３月８日（木）～随時募集 ※年間を通
して募集しています。保険加入後に教
室参加が可能です。詳細はお問い合わ
せください。　●申込方法　参加料を
添えて直接総合体育館まで（電話での
お申し込みはお受けできません） ▼受
付時に年間予定表を配布いたします。
●申し込み・問い合わせ　総合体育館

※図書館からの続きです。

０歳からの
おやこで楽しむよみきかせ会

●とき　３月28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
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