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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

６月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）

６月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

６月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）
開館時間　
午前９時30分～午後４時30分

草原の鳥観察会

春の草原でさえずるノビタキなどの野
鳥達を観察します。最近はタンチョウ
も観察されています。
●とき　６月４日（土） ▼午前９時～ 
正午 ▼雨天時は郷土博物館内でスラ
イド学習会を行ないます。　●ところ
小清水原生花園 ▼郷土博物館前集合
●定員　25人　●参加料　無料　
●申し込み　前日までに郷土博物館

とうふつ湖植物観察会
湖畔を歩きながら、とうふつ湖の草花
や新緑の樹木を観察します。
●とき　６月５日（日） ▼午前９時～
正午 ▼雨天時は郷土博物館内でスラ
イド学習会を行います。　●ところ 
とうふつ湖畔 ▼郷土博物館前集合　
●定員　25人　●参加料　無料　
●用意　山歩きの服でご参加ください。
●申し込み　前日までに郷土博物館

土星・細い月　
春の星座を見る会

土星を中心に、細い月としし座などの
春の星座を楽しみます。
●とき　６月５日（日） ▼午後８時～ 
９時30分　●ところ　郷土博物館前
庭　●参加料　無料　●雨天　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。

イソガニ標本づくり教室

標本を作ります。完成した標本はお持
ち帰りできます。
●とき　６月25日（土） ▼午前10時～
正午 ▼雨天開催　●ところ　郷土博
物館　●定員　25人　●参加料　無
料　●対象　小中学生（父母も可）　
●申し込み　前日までに郷土博物館

能取原生花園自然観察会
市内唯一の能取原生花園の自然を観察
します。
●とき　６月26日（日） ▼ 午前９ 
時～正午 ▼雨天時は郷土博物館内 
で学習会を行ないます。　●ところ 
能取原生花園 ▼郷土博物館前集合
●定員　25人　●参加料　無料　
●申し込み　前日までに郷土博物館

利用展　北線美術協会展

●とき　６月２日（木）～５日（日） 

▼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２展示室　●観覧料　無料

利用展
山口登喜雄  油絵ふるさと展

●とき　６月14日（火）～19日（日） 
▼午前９時～午後５時（初日は午後1
時から、最終日は午後４時まで）　
●ところ　網走市立美術館▼第１展
示室　●観覧料　無料

利用展　
絵画グループ潮・草創会・楽描会合同展

●とき　６月14日（火）～19日（日） ▼

午前９時～午後５時（初日は午後１時
から、最終日は午後４時まで）　　　
●ところ　網走市立美術館 ▼第２展
示室　●観覧料　無料

利用展　第35回網走市書道連盟展

●とき　６月23日（木）～26日（日）　

▼午前９時～午後５時（最終日は午後
３時まで）　●ところ　網走市立美術
館 ▼第１・２展示室　●観覧料　無料

20周年記念企画展
「北方民族博物館20年のあゆみ」

●とき　４月23日（土）～６月26日（日）
●ところ　北方民族博物館特別展示室
●観覧料　無料  道民カレッジ連携講座

講座
ロシアからみた北洋漁業
　  －カムチャツカの調査から

●とき　６月４日（土） ▼午後１時30
分～３時　●ところ　北方民族博物館
講堂　●参加料　無料　●講師　渡部
裕（当館学芸員）  道民カレッジ連携講座

講習会  写真を楽しむカメラ教室 
デジカメ写真で“作品”をつくっ
てみよう！

●とき　６月18日（土） ▼午後1時～４
時　●ところ　北方民族博物館講堂
●講師　小寺卓矢氏（写真家）　●定員
20人　●参加料　無料　●持ち物　デ
ジタルカメラ（博物館で貸し出し可能）、
筆記用具　　　  道民カレッジ連携講座

講座　
もっと知りたいトーテムポール

●とき　６月25日（土） ▼午後1時30分
～３時　●ところ　北方民族博物館講
堂　●参加料　無料　●講師　岡田淳
子（当館館長）　  道民カレッジ連携講座

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、 
７月号は５月31日（火）
８月号は６月30日（木）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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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。

対面朗読サービス日

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

６月の休館日
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）、28日（火）～ 7月1日（金）

▼特別蔵書点検

●とき　６月８日（水） ▼午前10時～ 
午後３時（ただし、昼食時間を除く）、
22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

読み聞かせ会
毎週土曜日、読み聞
かせ会を行ってい
ます。みなさん来て
ね！
●とき　毎週土曜
日：６月４日・11日・18 日・25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　４日：声の図書館そよかぜ

▼11日・25日：読み聞かせ会ハイジ

▼18日：人形劇団たんぽぽ

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。
●警察モノが熱い！

▼６月１日（水）～15日（水）
●経済に関するあれこれ

▼６月16日（木）～26日（日）
●赤ちゃんから楽しめる絵本
●図書館100年の歴史（２階地方資
料コーナー）

▼６月１日（水）～26日（日）

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

６月の休館日　
６日（月）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）

６月のスポーツ教室

蔵書点検のため休館します

●期間　６月28日（火）～７月1日（金）
図書館にあるすべての資料（約19万点）
の点検作業を行うため休館します。 
特別な作業を行うため、電話での予
約・リクエスト・蔵書照会などもでき 
ません。市民の皆様にはご不便をおか
けしますが、ご理解のほどよろしくお
願いいたします。なお、休館中、本・
雑誌の返却はエコーセンター2000正
面入口右側にある「図書返却口」をご
利用ください。ＤＶＤ・ＣＤなどの視
聴覚資料は図書館正面入口に設置し
ております赤い箱にお入れください。

スポーツ団体指導者の
体育施設利用免除の申込み
網走市におけるスポーツ団体などの指
導者の個人使用料について、指導時間
に限り免除いたします。
●指導対象　子どもから高齢者まで市
民の誰もが参加できる少年団やスポー
ツ団体などが指導対象　●免除対象条
件 ▼ ①定期的に活動するスポーツ少
年団やスポーツ団体などへの指導、あ
るいは一定期間開催するスポーツ教室、
講習会等において指導する者。▼②個
人を指導するのではなく、市民から広
く募集したスポーツ少年団の活動やス
ポーツ団体等の組織が開催するスポー
ツ教室、講習会等が指導対象であるこ
と。（企業など特定のスポーツ活動団体
及び同好会などは対象外） ▼③定期的
に指導できる者であること。 ▼④ボラ
ンティアでの指導であること。（講師
料・謝金などを受けている者は対象外）
上記のすべての条件を満たす指導者の
個人使用料については、当該指導時
間に限り免除いたします。 ▼網走市スポ 

ーツ少年団本部登録団体については別
途受付いたします。　●免除対象施設
網走市総合体育館、オホーツクドーム、
レークビュースキー場　
●対象期間　平成23年７月１日（金）
～平成24年６月30日（土）までの１ 
年間 　●受付開始　６月１日（水）～
20日（月）　●申し込み・問い合わせ
網走市総合体育館：総合体育館内ス
ポーツ課管理係　☎43-3647
オホーツクドーム、レークビュースキー
場：㈱オピス　☎61-0880

 ［募集期間］６月７日（火）～ 21日 
（火） ▼火～土曜日：午前９時～午 
後９時、日曜日・祝日・月曜日：午 
前９時～午後４時 30 分
 ［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
の申し込みは受付できません） ▼申し
込み終了後にキャンセルされた場合、
参加料はお返しできません。

華麗にスマッシュ
硬式テニス教室（昼・夜の部）

［昼の部］　●とき　６月28日（火）、29
日（水）、30日（木）、７月５日（火）、
６日（水）、７日（木）計６回 ▼午前
10時～正午　●予備日　７月12日
（火）、13日（水）、14日（木）
［夜の部］　●とき　６月28日（火）、
30日（木）、７月１日（金）、５日（火）、
７日（木）、８日（金）計６回 ▼午後
７時～９時　●予備日　７月12日
（火）、14日（木）、15日（金）　
●ところ　網走スポーツ・トレーニン
グフィールド ▼テニスコート　
●対象　昼の部：大学生以上の市民、
夜の部：中学生以上の市民　●定員
各20人 ▼定員になり次第締め切りま
す。
●参加料　各1,000円　
●内容　基礎練習から
ゲームまで。
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