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　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

３月の休館日
５日（月）、12日（月）、19日（月）、
20日（火・祝）、26日（月） 

特別企画展
モヨロ貝塚発掘成果展

近年のモヨロ貝塚の
発掘調査について展
示します。整理作業
の中から明らかとな
った成果を展示解説します。

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

３月の休館日
５日（月）、12日（月）、19日（月）、
26日（月）、30日（金） ▼図書整理
祝日開館　20日（火・祝）

▼午前９時30分～午後５時

今月の展示棚

●歴史を旅する

　 ▼３月１日(木) ～ 15日(木)　
●平成23年ベストリーダー

　 ▼３月16日(金) ～ 31日(土)
●農大とあばしり

　（２階地方資料コーナー )

　 ▼３月１日(木) ～ 31日(土)

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日( ３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日・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

対面朗読サービス日

●とき　３月14日（水） ▼午前10時～
午後３時（ただし、昼食時間を除く）
28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

特別展 展示説明会
特別展の展示中の資料を直接見な
がら展示説明を行います。
●とき　３月４日（日）

　 　 　 　 ▼午前10時～正午　
●ところ　郷土博物館 ▼特展室　
●参加料　無料　
●申し込み　前日までに博物館

子ども合唱団
『オホーツクKIDSコール』

2012 イースター・パーティー

欧米ではクリスマス、「ハロウィーン」
と並んで有名な、春を祝うお祭り「イ 
ースター」があります。英会話指導員
のシェイン先生とタマゴの殻に色つけ
をしたり、イースターのゲームをして、
一緒に祝ってみませんか。
●とき　４月21日（土） ▼午前10時～
正午　●ところ　エコーセンター2000

▼２階大会議室　●対象　新小学１
～６年生　●定員　30人 ▼定員を超
えた場合は抽選　●参加料　200円
（教材費）　●持ち物　殻付きゆで卵
（白色・Ｌサイズ）２個、エプロン。卵
に色つけをしますので、汚れても良い
服装で来てください。　●内容　卵の
色つけ、エッグ・ハント、ゼリービー
ンズ数当てゲームなど　●申し込み　
４月12日（木）までに社会教育課生涯
学習係までお申し込みください ▼Ｆ
ＡＸ可（ＦＡＸの際は氏名、性別、住
所、電話番号、学校名、学年を記入し
てください）

イベント情報
あばしり学閉講式

平成23年度あばしり学が終了します。
閉講式では、5講座以上受講された方
の表彰や、今年度のあばしり学講座に
関わりのある軽食等を囲みながら交流
会を行います。
会場では、今年度の全11講座の活動内
容の展示やスライドショー、ファンコ 
ースの活動成果の展示、発表などを行
いますので、たくさんの方のご来場を
お待ちしています。
受講生以外の方で参加を希望される方
は下記までお申し込みください。
●とき　３月11日（日） ▼午後２時～
３時30分　●ところ　エコーセンタ 
ー2000 ▼２階大会議室　●内容　閉
講式、表彰、交流会　●参加料　無料
※あばしり学受講生のみなさまには、

後日「招待状」を往復はがきで郵送し
ますので、出欠について記入し、返送
してください。受講生以外にもご家族
の参加も可能です。●申し込み・問い
合わせ　社会教育課生涯学習係（エコ 
ーセンター2000内）

毎週土曜日に練習している、小中学生
12名が合唱します。
●とき　３月10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
●入場料　無料　
●曲目　「とどけよう
このゆめを」ほか

リコーダー演奏
『網走市立第五中学校音楽部』

３月25日開催の全国
大会に出場決定！音
楽部６名がリコーダ
ー演奏します。
●とき　３月17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
●入場料　無料　●曲目　「ジャズト
リプティック」ほか

●とき　３月１日（木）～ 31日（土）
●ところ　郷土博物館 ▼特展室 ●見
学料　大人120円、小中学生以下60
円（博物館の入館料でご覧になれます）
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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応募総数,2536点の中から入選した30作品を紹介してきましたが、今回が最終回となります。
【やり抜く力門】
　・あきらめず　きのうの自分　こえていく
　　　　　　　　　　網走小　４年　宮 崎　柊 人
　・やりぬけば　あらたないっぽ　ふみだせる
　　　　　　　　　　南小　　４年　高 橋　歩 夢 
　・決めたなら　つらぬき通せ　その思い
　　　　　　　　　　第三中　１年　渡 井　詠 介
【環境・美化部門】
　・ムダなゴミ　捨てない出さない　作らない
　　　　　　　　　　中央小　５年　加 藤　僚 基
　・この地球　この輝きを　未来まで
　　　　　　　　　　潮見小　６年　本 間　公 輝

【勇気部門】
　・勇気はね　自分の心を　強くする
　　　　　　　　　網走小　３年　堀 川　玲 奈
　・さあ一歩　勇気を出して　チャレンジだ
　　　　　　　　　呼人小　５年　館 向 芽瑠萌
　・つみとるな　一歩ふみだす　勇気の芽
　　　　　　　　　第一中　３年　荒 木　捷 吾
【はきもの部門】
　・はきものを　そろえて心も　整える
　　　　　　　　　第三中　３年　佐々木 竜 太
【福祉部門】
　・さしのべて　この手を待ってる　あのひとへ
　　　　　　　　　第三中　２年　吉 田　雪 乃

おとなのための科学講座

「太陽系の成り立ち」
「星なんてみたことない」、「さっ 
ぱりわからない」、「でも興味があ 
る」という方のための講座です。 
「惑星が見える方向は決まってい
る？」や、「太陽系ってどうやって
出来たの？」そんな疑問をスライ 
ドや模型を使ってわかりやすく解 
説します。
●とき　３月15日（木） ▼①午後２時
～４時 ②午後７時30分～午後９時30
分　●ところ　エコーセンター 2000

▼３階視聴覚室　●対象　小学生高
学年以上　●講師　林　秀明さん（網
走・科学の会）　●定員　25人　●参
加料　無料　●持ち物　筆記用具 
●申し込み・問い合わせ　３月９日
（金）午後５時まで。 ▼ＦＡＸ可 ※定 
員を超えた場合は抽選します。社会教
育課生涯学習係

網走市民
てづくりすと講座

網走市民まなびすと講座

日本将棋連盟網走支部
「将棋を覚えたい人、もっと
強くなりたい人集まれ」

初めての人は、駒の動かし方、マナー
等について、更に強くなりた人は基
本戦法と手筋の習得を目指します。
●とき　３月18日(日)、３月25日（日）
計２回 ▼午前10時～正午　●ところ
エコーセンター2000 ▼３階研修室Ｃ
●対象　一般　●定員　10人　●参
加料　無料　●講師　日本将棋連盟網
走支部 支部長　藤本 哲夫氏　●申し
込み・問い合わせ　３月９日（金）午後
５時まで。 ▼ＦＡＸ可   ※定員を超
えた場合は抽選します。社会教育課生
涯学習係

募集しています
網走市生涯学習推進指導員
バンク登録の募集

網走市生涯学習推進指導員バンクとは、
趣味やスポーツ、文化活動などにおい
て、様々な知識や特技・資格をお持ち
の方や、資格はなくても長い人生経験
で培った豊かな経験や知恵・技能をお
持ちの方、現在指導活動中の方に指導
員バンクに登録していただき、市民の
皆さんの依頼に合わせ指導者・講師と

して紹介するシステムです。
現在52人の方が様々な分野において
登録しており、指導者や講師として活
躍していただいています。あなたの豊
かな経験や知識・技能を市民の皆さん
のために活かしてみませんか。
網走市生涯学習推進指導員バンク登録
に関する詳しい内容については、お電
話または事務所窓口でお問い合わせく
ださい。　●問い合わせ　社会教育課
生涯学習係

平成24年度 網走市寿大学
入学願書は３月２日まで！

網走市内にお住まいの65歳以上の
方々を対象とした、寿大学の入学願書
の締め切りが、３月２日（金）に迫って
います。お申込みをお忘れの方はお急
ぎください。入学をお待ちしています。
●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・手芸の中から選びます）
●申込締切日　３月２日（金）　●申し
込み　社会教育課生涯学習係　※電
話申し込み可　☎ 43-3705

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
４月号は２月29日（水）
５月号は３月30日（金）です。
エコーセンター2000内　社会教育課
生涯学習係　☎43－3705
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