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募 集

原田 隆史 氏 講演会　
親子塾 in 網走 ～いま、子どもた
ちに伝えたいこと～

イ ベ ン ト

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

５月の休館日
９日（月）、16日（月）、23日（月）、
30日（月）
開館時間　
午前９時30分～午後４時30分

こどもの日イベント
５月５日（木）

▼午前10時～午後３時

講 座 案 内

はくぶつかんクラブ

「アリュートのシーカヤック」
●とき　５月７日（土） ▼午後２時30
分～午後４時　●ところ　北方民族
博物館 ▼講堂　●講師　新谷暁生氏
（シーカヤックガイド）　●参加料
無料　

「網走周辺のアイヌ語地名」
●とき　５月21日（土） ▼午後１時 
30分～３時　●ところ　北方民族博 
物館 ▼講堂　●講師　伊藤せいち氏
（アイヌ語地名研究者）　●参加料
無料

「カラフルまが玉づくり」
●とき　５月28日（土）　 ▼午前10時
～正午 ●ところ　北方民族博物館　

▼講堂　●講師　日比野美保（当館
解説員）　●定員　20人　●対象　
小中学生　●参加料　無料　●持ち
物　エプロン　

「家族でしかできないこと」をあなた
も一緒に考えてみませんか。
●とき　５月22日（日） ▼午後３時開場、
午後４時開演（午後５時30分終演）
●ところ　エコーセンター2000

▼1階エコーホール　●対象者　小学
５年生以上　●入場料　無料　
※整理券配布　●整理券配布場所
網走市役所案内所、エコーセンター
案内所、社団法人網走青年会議所事
務局　●主催　社団法人網走青年会
議所　
●後援　網走市、網走市教育委員会
●問い合わせ　社団法人網走青年会
議所　☎44-6751（月～金　午前10時
～午後４時）
HP：http://www.abashiri-jc.com 

第 33回　網走市書道連盟展
●とき　６月23日（木）～６月26日（日）

▼午後４時まで　●ところ　網走市
立美術館 ▼第１．２展示室 ●公募出
品料　3,000円　●出品申し込み　５
月10日（火）まで　●問い合わせ　書
道連盟事務局長
宅 金子さん　南６
条東５（税務署向）
☎44-5593

漢字能力検定団体受験
自主学習サークルわくわく塾
スキルアップ・生涯学習の一環として一
緒に漢字能力検定を受検しませんか。
●とき　６月４日（土）　 ▼午前９時
30分～11時（検定時間：1時間程度）
●ところ　エコーセンター2000 ▼３
階研修室C　●検定級　10級～２級
※小学校1年終了程度から高校卒業
程度 ●検定料  10級～８級  1,400円
７～準２級　1,800円 ２級　3,500円
●申込締切　５月３日（火）※詳細は
お電話でお問い合わせください。
●問い合わせ　小西さん
☎090-7058-0834

ラグビーで健康づくり 
「網走O・R・F・C」
 メンバー募集 !
初心者大歓迎。活動目的は「健康づ
くり」で、「試合をする」ことではありま
せん。「自主参加」をモットーに活動中。
●とき　・夏季（5月～10月）毎週木
曜日　・冬季（11月～４月）毎週水曜
日 ▼午後７時～９時　●ところ　・夏
季 ▼スポトレ（芝）など　・冬季 ▼西
小など　●会費　練習1回につき
250円　●問い合わせ　松野さん 
☎090-4870-2765　 
Mail： abashiriorfc@gmail.com

団員募集 !
あばしりシルバーコーラス
60歳以上で構成された、混声四部合
唱団です。一緒にコーラスを楽しみま
せんか。
●練習日　全体：毎週金
曜日、男性：第１水曜日、
ソプラノ：第２水曜日、
アルト：第３水曜日　
●時間　午後１時～３時　●演奏会
年間数回と道東シルバーコーラスと
の交通演奏会など　●会費　月額
2,000円　●問い合わせ　須貝さん 
☎43-4440，午來さん　☎44-5833　

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。

原  田  隆  史氏
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　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

５月の休館日
２日（月）、３日（火・祝）、４日（水・
祝）、５日（木・祝）、９日（月）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）

P20の体育館のつづきですまちの元
気!

オホーツクサイクリング2011
参加者募集！　  　　　
オホーツク海沿岸を走破することで自
然とふれあい、豊かで健康な心と強靭
な体力を養いませんか？従来のコース
に加え、日帰りコースを新設しました。
●とき　７月８日（金）～７月10日
（日）　●ところ　雄武町→北見市常 
呂町→斜里町（212kmコース）　日帰り
コース：網走市→斜里町（41kmコース７
月10日のみ）　●参加料　212kmコ 
ース：15,000円　41kmコース：5,000
円　●対象者　高校生以上でサイク
リングができる方（小中学生は父母等
の同伴が必要です）　●申込方法　
市役所、総合体育館に備え付けの申込
書を参照の上、オホーツクサイクリング
実行委員会（北見市常呂総合支所内
☎0152-54-1361）までお申し込みくだ
さい。（ＨＰ http://funride.jp からも
可能です）　●問い合わせ　網走市
総合体育館　☎43‐3647

５月の休館日
２日（月）、９日（月）、16日（月）、
23日（月）、30日（月）

博物館特別開館
５月３日(火)～５日(木)

※５日（木）小中学生入館無料

「オホーツクサイクリング2010」

早朝の野鳥観察会１～ 3
桜の季節とともに飛来する野鳥たちの
姿と鳴き声を観察します。
●とき　５月6・13・20日（金）

▼午前５時～６時　●ところ　桂ヶ岡
公園 ▼ソレイユ駐車場集合 ▼雨天中
止　●定員　25人　●参加料　無料
●申し込み　前日までに郷土博物館

オオルリ

キビタキ

土星・月　春の星座を見る会
土星と月、しし座などの春の星座、
かに座のプレセペ星団などを見ます。
●とき　５月８日（日） ▼午後８時～９
時30分　●ところ　郷土博物館　●
定員 25人　●参加料　無料　●雨
天　博物館内で学習会を行います。
●申し込み　当日会場で受け付けます。

水鉄砲づくり教室
竹のさおから水鉄砲を作ります。
●とき　５月15日（日） ▼午前10時～
12時　●ところ　郷土博物館　●定 
員　25人  ●対象　小中学生（父母も
可）　●雨天　開催 ●参加料　無料
●申し込み　前日までに郷土博物館

民俗資料収蔵展示施設の開放
実豊地区にある郷土博物館の収蔵施
設を開放します。小学校だった建物
いっぱいに民俗資料が並んでいます。
●とき　５月23日（月）～５月29日（日）

▼午前10時～午後４時　
●ところ　民俗資料収蔵展示施設（旧
丸万小学校）●参加料　無料　●雨
天　開放しています。　●申し込み　

当日会場で受け付けます。

スライドで見る植物　－バラ科－
ハマナス・エゾヤマザクラなど網走周
辺のバラ科の植物を解説します。
●とき　５月27日（金） ▼午後７時～
８時　●ところ　郷土博物館　●内
容　網走周辺の100種類のバラ科植
物　●参加料　無料　●申し込み　
前日までに郷土博物館

企画展
楽しい子どもの美術展

全国の各種団体の美術コンクールか
ら、児童・生徒の選りすぐりの作品
が集まります。
●とき　５月７日（土）～29日（日）
●ところ　網走市立美術館 ▼第２展 
示室　●観覧料　高校生以上200円、
中学生以下無料（常設展もご覧いた
だけます）

関連事業
楽しい子どものワークショップ
『切って貼ってコラージュして
みよう』

●とき　5月21日（土） ▼午前10時～正午
●ところ　網走市立美術館 ▼第１展
示室　●対象　小・中学生（低学年の
方は保護者の方同伴でお願いします）
●定員　20人 ●指導  当館学芸員 
●参加料　無料　●その他　当日は
汚れてもよい服装でお越しください。
●申し込み　美術館　☎44－5045

『
22
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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。
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