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対面朗読サービス日

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

５月の休館日
２日（月）、９日（月）、16日（月）、
23日（月）、30日（月）、31日（火）

▼月末整理

●とき　５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

イベント情報

第１部は６人が奏でます。２部は中央
小学校教諭北畑恵さんが子どもたち
に伝えたい名曲を歌います。
●とき　５月14日（土） ▼第１部：
午前11時30分～　第２部：正午～　
●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　１部：ドラゴン・クエストの
テーマほか　２部：サウンドオブミュ 
ージックほか

自主学習グループ活動促進事業

『大きなかぶ』応援事業
グループ、サークルなどが外部から講
師を招いて行う学習会に、講師への謝
金分を補助しています。グループのスキ
ルアップなどにご活用ください。
●対象となる学習会　５人以上のグ
ループでの学習会 ▼講習会、講演会
など形式・場所・時間は問いません。
●受付　目安として、学習会の2ヶ月
以上前にお申し込みください。●その
他　予算の限りにおいて補助していま
すので、お早めにご相談ください。
●申込み手順 ▼ ①学習会を計画　②
申込書を提出　③審査後、決定通知書
を交付　④学習会終了後、実施報告書
を提出　⑤講師へ謝金を直接振込み
●申し込み・問い合わせ 　 社会教育
課生涯学習係

祝日開館
５月３日(火)～５日(木)

▼午前９時30分～午後５時

読み聞かせ会
●とき　毎週土曜日（５月７日・14日・
21日・28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　7日：声の図書
館そよかぜ　 ▼14日・28
日：読み聞かせ会ハイジ

▼21日:人形劇団たんぽぽ

今月の展示棚
●脱 ・ 無縁社会～つながりあう社会へ

～ ▼５月１日（日）～15日（日）　
●笑っちゃう！ゆかいな絵本

　 ▼５月１日（日）～29日（日）
●ココロに効く本

　 ▼５月17日（火）～
　　　　　　　29日（日）
●あばしり（２階地方資料コーナー）
　 ▼５月１日（日）～29日（日）

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

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

網走スポーツトレーニングフィールド
芝生グランド及び桂町球技場の供用
開始からシーズン中の大会・イベント・
練習などの利用調整会議を行います。
●とき　５月11日（水） ▼午後６時30
分　●ところ　総合体育館 ▼会議室 
●参加対象　利用を希望する団体・
チームなどの代表者 ▼利用にあたって
は大会・イベントを優先させて頂きま
す。　●問い合わせ　網走市総合体
育館

【第１部】
『なんちゃってアンサンブルＰＡＫ』

＆
『Ｈｏｒｎ　Ｑｕａｒｔｅｔ
　　　　　　 奈良サンブル』

【第２部】
『北畑 恵』ソプラノ独唱
　　　　ピアノ：小野 朋之

利用してみませんか
網走市生涯学習推進指導員
網走市生涯学習推進指導員はスポー
ツや文化活動などにおいて、資格や
豊富な経験をお持ちの方たちです。
現在、５６人の方が登録されています。
登録分野は「音楽」「料理」「スポーツ・
健康」「自然」「産業」「芸術」など、
他にも様々な分野の講師登録があり
ます。学校、町内会、職場などのレ
クリエーションや研修会などに講師と
して是非ご利用ください。詳しくはお
問い合わせください。
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係

スポトレ芝生グランド 及び
桂町球技場利用調整会議の開催

「こどもの日」
小中学生体育施設 無料開放
総合体育館、市民プールを小中学生に
限り無料開放します。元気な体をつく
ろう。小中学生みんな集まれ！
●とき　５月５日（木）　●対象　網走
市内在住の小・中学生　●ところ 
[総合体育館] ▼午前９時～午後５時

▼室内用運動靴を持参してください。
[市民プール] ▼午前10時～午後５時 ▼
遊泳は午後４時30分まで
●問い合わせ　総合体育館　
☎43-3647、市民プール　☎43-0450
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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。

募集しています

子どもも大人もみんな
一緒に、あばしりのことをもっと
知って、もっと好きになってみません
か？まずはご登録ください！
●あばしり学講座一例　
・6/5（日）  網走監獄で赤レンガを焼

いてみよう！
・7/29（金） 卯原内ダム見学！
・8/6（土） 丸万川たんけん！
・9/10（土） まちなか散歩
・10/1（土）  あばしり出身の郷土作家

を知ろう！～生誕100年 
居串佳一展

・11/12（土）  モヨロの墓をのぞいてみ
よう！

・1月～ 2月 冬限定アート！雪像づくり
（※この他にも随時講座が追加される
場合があります。）
●対象　小学生～大人で網走市在住、
または網走市出身、または網走市が
大好きな方　
●参加費　登録無料、各講座の教材
費、保険料は自己負担になります。　
●参加方法　講座は自由に選べ、１
講座から受講できます。まずはご登録
ください。登録された方には定期通信
「月刊あばしり学」で各講座の参加者
募集についてご案内いたします。

受講者募集中！！

あばしり学応用編として、年齢別の「あ
ばしり学フ

f u n・ f a n

ァンコース」も開設します。

ホールボランティアを 
　　　　　募集しています

平成23年度「あばしり学」

ファンコースの申し込みは５月12日（木）
午後５時まで
・カムイコース（18歳以上）　あばしり
をもっと知って、もっと好きになれる
コースです。テーマは集まったメンバー
で決めます。
・イカシコース（中学～高校生）　あば
しりの素材・食材をつかったメニュー
を考えて料理します。
・ロセトコース（小学4年～中学生）
夏と冬の宿泊など。
・シマカコース（小学3～ 6年生） 川下
り、森の探検など。
・ノッカコース（小学1・2年生）　ひま
わり迷路づくり・基地づくりなど。
※ロセト～ノッカコースの詳細は小学
校配布チラシをご覧ください。
●問い合わせ・登録申し込み
☎：0152-43-3705　Fax：0152-45-0733
Mail:ZUSR-KI-SHAKAI-SHOGAI@city.ab
ashiri.hokkaido.jp 
（氏名、住所、電話番号、高校生以
下は学校、学年をお知らせください。
また、定期通信をパソコンのメールで
受信することが可能な方はメールアド
レスもお知らせください。）

オホーツク・文化交流センター芸術文
化事業の公演当日のボランティアス
タッフを募集します。
●対象　芸術文化事業に興味のある
高校生以上の網走市民。（個人）　
●とき　平成23年度中で年間３～４ 
回　●ところ　エコーセンター2000

▼エコーホール　●締め切り　随時
受付　●申込方法　エコーセンター
2000備え付けの申請書により申し込
み願います。※事業を企画・運営する
実行委員の方達が多い場合は、ボラ
ンティア数を制限する場合があります。
●申し込み・問い合わせ　エコーセン
ター2000内社会教育課　生涯学習係

学校支援ボランティア
網走市学校支援地域本部では、市内
の小中学校や養護学校の学校教育活
動のお手伝いをしていただける方を
募集しています。
●登録できる方　網走市民で、経験
や知識・技能を生かし、学校支援とし
て無償で協力していただける方。
●活動内容　学習支援活動（授業補
助）、部活動指導補助、スキー・スケー
ト・水泳授業指導、環境整備支援、
登下校安全指導、その他学校がお願
いする活動。
●活動場所　網走市内の小学校、中
学校、養護学校で、学校支援の要望が
あった学校へ派遣させていただきます。
●登録の手続き　登録していただけ
る方は、登録申込書に必要事項を記
入して学校支援地域本部へ申し込ん
でください。登録申込書はエコーセン
ター2000、市のホームページからもダ
ウンロードできます。
●申し込み・問い合わせ　網走市教
育委員会社会教育課　学校支援地域
本部事務局（エコーセンター2000内）

「職場内父親家庭教育支援事業」

父親の子育て出前講座の開催

父親の家庭教育への参加を目指した
支援事業です。職場内や団体で子育て
学習会を開いてみませんか。詳細につ
いてはお問い合わせください。
●開催期間　平成24年２月28日まで
●開催条件　職場内・団体・グルー
プなど５名以上の参加者がいること。
●学習内容　家庭教育分野の範囲内
において、参加者の希望を考慮します。
●講師　講師謝礼金は教育委員会が
負担します。　●申し込み　実施予
定の２ヶ月前までに申請書を提出
●申し込み・問い合わせ　社会教育
課生涯学習係

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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