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　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

４月の休館日　２日（月）、９日（月）、
16日（月）、23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

日が祝日の時は翌日)　一般470円、高
校生260円、中学生以下100円、回数
券（6枚綴）、特別券有、市内小中学生
に限り、土曜日無料　※65歳以上の市
民は一般利用料470円のうち320円を
助成　●問い合わせ　網走プール 
☎43-0450 ▼ 指定管理者（株）オピス 
☎61-0880

オホーツクドーム利用調整会議

野球場利用の申込み受付
 及び日程調整会議

北海道立北方民族博物館平成24年度
「友の会」会員募集しています。

オホーツクドームの利用調整会議を行
います。５月１日（火) ～７月31日(火)
までの３カ月、練習及び大会、イベン
トについて調整いたします。利用を希
望するチームの代表者は出席願います。
尚、調整は市内のチームを優先いたし
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　４月12日（木） ▼午後６時30
分～　●ところ　網走市総合体育館

▼会議室　※大会、イベントに限り電
話などでの事前予約を受け付けます。
利用希望の方はお問い合わせください。
●問い合わせ　オホーツクドーム 

平成24年度分の市営野球場（ナイター
含む）、呼人スポトレ野球場の利用申し
込みと日程調整を行います。希望する
チームは代表者の参加をお願いします。
野球大会等の利用に係る申し込みは随
時受付いたしますので、詳しくは総合
体育館までお問い合わせください。
●とき　４月19日（木） ▼午後６時30
分～　●ところ　網走市総合体育館

▼会議室　●問い合わせ　網走市総
合体育館

北方民族博物館「友の会」は平成３年
10月に発足し、道内外の多くの方に会
員登録していただいています。現在、
平成24年度の会員を募集しています。
●年会費　3,000円（個人会員）
●会員特典　①常設展示、特別展示の
観覧が無料になります。　②友の会季
刊誌「アークティックサークル」を年４回
送付します。　③博物館の各種行事の
案内が受けられます。　④博物館の各
種出版物を割引価格で購入できます。
●入会問い合わせ
北海道立北方民族
博物館　☎45-3888

『こどもスポーツチャレンジ』参加者募集！
●会　　場　　網走市総合体育館 ▼アリーナ、第２・第３体育室、てんとらんど
●対　　象　　網走市内の小学３～６年生（保護者も参加可能）
●参 加 料　　年間1,200円 保護者　2,250円
●申込期間　　４月２日（月）～５月７日（月）
●申込方法　　参加料を添えて総合体育館事務室まで
●問い合わせ　　網走市教育委員会スポーツ課スポーツ振興係　☎43-3647

実施日時 種　　目 会　　場
５月17日（木） 17：30 ～ 19：00 レクリエーション アリーナ
６月７日（木） 17：30 ～ 19：00 ディスクドッジボール アリーナ
７月19日（木） 17：30 ～ 19：00 卓球（練習） 第２・３体育室
８月２日（木） 17：30 ～ 19：00 卓球（試合） 第２・３体育室
９月13日（木） 17：30 ～ 19：00 バドミントン（練習） アリーナ
10月４日（木） 17：30 ～ 19：00 バドミントン（試合） アリーナ
11月１日（木） 17：30 ～ 19：00 タグラグビー アリーナ
12月６日（木） 17：30 ～ 19：00 フロアカーリング アリーナ
１月12日（土） 10：00 ～ 11：30 キックゴルフ てんとらんど
２月14日（木） 17：30 ～ 19：00 ミニバスケットボール（練習） アリーナ
３月７日（木） 17：30 ～ 19：00 ミニバスケットボール（試合） アリーナ
※内容は変更になる場合があります。

企画展

１年を通じて様々なスポーツに参
加し、自分の長所や好きなスポー
ツを見つけてみませんか。市内ス
ポーツ少年団の加入や中学校の
部活への入部といった、今後の
スポーツ活動への発展を応援し
ます。
★ 団体戦がメイン！チームの成績
次第で誰にでも勝つチャンス
があります！！

★ 上位チームの選手にポイントを
与え、年間ポイントで表彰しま
す。
★ 平成24年度「こどもスポーツ
チャレンジ王」は誰の手に！？

☎48-3621、　指定管理者（株）オピス 
☎61-0880
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古本を集めています

「あばしり市立図書館友の会」では読
み終えて不要になった本の提供をお願
いしています。９月23日（日）開催予
定の図書館まつり古本市で活用させて
いただきます。市民の皆さまのご協力
をお願いします。
●締め切り　４月29日（日）まで。　
図書館１階カウンターにお持ちくださ
い。※百科事典や雑誌など一部お受け
できない場合がありますので、ご了承
ください。

●開館時間　
４・５・10・11月 ▼午後１時～９時30分
６～９月 ▼午前10時～午後９時30分
日・祝日 ▼午前10時～午後５時
（遊泳時間は閉館時間の30分前まで。
小中学生は午後５時以降、保護者の同
伴必要)　●休館日　毎週月曜日（月曜

※図書館の続きです。

０歳からの
おやこで楽しむよみきかせ会

●とき　４月25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

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

４月の休館日
■体育館　休館日なし
■市民プール
２日（月）、９日（月）、16日（月）、
23日（月）

網走市民プール　オープン

「博物館友の会」に入りませんか

網走市立郷土博
物館友の会は、
昭和25年発足以
来、50年以上に
わたり郷土博物
館を中心に活動してきた会です。
歴史・動植物・天文の分野にわたって、
各種の催しを年間30回ほど開催して
おります。会員の方には、博物館の
入館料や行事の参加費が無料になる
などの特典もあります。現在、会員は
300名ほどで、各自関心のある催しに
参加され、郷土である網走の「歴史」
と「自然」に接しています。多くの方々
のご参加をお待ちしております。
●年間会費　大人1,000円、小中学
生600円　●申し込み　会費を添えて
郷土博物館までお申し込みください。
●問い合わせ　郷土博物館

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

４月の休館日
２日（月）、９日（月）、16日（月）、
23日（月）

市役所玄関内に
図書館返却ポストを設置しました

市役所（本庁舎）玄関内に返却ポス
トを設置しました。下記事項に留意
してご利用ください。
●開始日　４月３日（火）　●利用時
間　午前８時30分～午後６時（土日
祝日・年末年始を除く）　●返却資
料　図書館本館の本、雑誌のみ　※
ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオは壊れやすい
ため利用できません。また、他館か
ら借りた図書も開館時に直接カウン
ターへ返却ください。　●返却処理
ポストに返却されてから図書館に届
くまでは「貸出中」の状態です。
※本を借りる予定のある方は図書館
に返却ください。

「こども読書の日」記念行事
家族の“絆”～大人と子ども
の心をつなぐ絵本100選

絵本ガイドブック『幸せの絵本　家族
の絆編』で紹介されている、絵本100
冊を展示します（期間中は館内閲覧の
み）
●とき　４月20日（金）～５月13日
（日）　●ところ　図書館1階

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。

今月の展示棚

毎月テーマを変えて展示しています。
ぜひ、ご覧ください。
●春（一般）
●はるのおはなし（児童）
●観光あばしり

（２階地方資料コーナー）

▼４月１日（日）～29日（日）

対面朗読サービス日

●とき　４月11日（水） ▼午前10時～
午後３時（昼食時間を除く）、25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

高齢者等で視覚が不自由な方へ
録音テープの送付を行います。

録音テープは、「市広報、議会だよ
りの一部」などを主とし、希望によ
り著作権が認められる資料等につい
て、無料での送付サービスを行ない

特別開館
●とき　4月29日（日）、30日（月・
振休）、５月３日～５日（木～土）

▼午前９時～午後５時

～ 無 料 開 放 ～
４月１日（日） ▼午前10時～午後５時

▼遊泳時間は午後４時30分まで

ます。
申し込みは、平成24年４月１日以
降、申請書の提出または電話申し込
みにより随時受け付けます。希望さ
れる方は、市立図書館までご連絡く
ださい。（☎44-2426）なお、目の不
自由な方々が利用されている施設等
も対象となります。


	広報あばしりH24年4月号
	20/24
	21/24


