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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。

募 集

皆様のご協力をお願いします。
●募集　絵本（全てのジャンルOK。
記名可・汚れや破損のないもの）、児
童書（図鑑・事典不可）●受付場所
屯文庫（潮見7丁目11-5 ☎44-9510）
※市内のみ引き取り可。詳細は下記
へお問い合わせください。　●問い
合わせ　稲川さん ☎44-9510　
中村さん　☎45-3093

はくぶつかんクラブ

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

７月の休館日　ありません
開館時間　
午前９時～午後５時

【展示】第２６回特別展
ウイルタとその隣人たち ～サハリ
ン・アムール・日本　つながりのグラ
デーション～

●とき　７月16日（土）～10月16日
（日）　●ところ　北方民族博物館

▼特別展示室　

７月のスポーツ教室

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

７月の休館日　
４日（月）、11日（月）、19日（火）
25日（月）

対面朗読サービス日

●とき　７月13日（水） ▼ 午前10 
時～午後３時（ただし、昼食時間を
除く）、27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

エコーだより「みんなの元気!」では、
市民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。募集記事な
ど掲載してほしい情報をおよせください。
　　　　原稿締切日は
８月号は６月30日（木）
９月号は７月29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

オホーツクドーム
利用調整会議のお知らせ

オホーツクドームの利用調整会議を
行います。平成23年８月１日（月）
～平成23年10月31日（月）までの
３ヶ月間、全ての練習及び大会、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　７月21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 ▼大会・イベント
に限り平成23年10月31日までの期 
間については、電話等での事前予約
受付をいたします。利用希望の方は
オホーツクドーム又は(株)オピスま
でお問い合わせください。
・オホーツクドーム ☎48-3621
・オホーツクドーム指定管理者
　㈱オピス ☎61-0880

カッパになろう
夏休み水泳教室
●とき　７月26日（火）、27日（水）、
28日（木）、29日（金）全４回 ▼午
前10時30分～正午　●ところ　網 
走市民プール　●対象　市内の小学
生と親　●定員　30人 ▼ 定員にな 
り次第締め切ります。　●参加料 
1,000円　●内容　水中遊び、バタ

足、面かぶりクロールなど。　
［募集期間］７月 13 日（水）～ 20 
日（水） ▼火～金曜日：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。 ▼申込
終了後キャンセルされた場合、参加
料はお返しできません。

特別展解説講座
●とき ７月24日（日） ▼午前10時
～ 11時30分  ●ところ  北方民族
博物館講堂 ▼特別展示室　●講師
笹倉いる美（当館学芸主幹）

【コンサート】
天都にひびけ若人のしらべ♪

●とき　７月２日（土） ▼午前10時
～正午　●ところ　北方民族博物館
野外ステージ ▼雨天の場合は博物館
内で行います。　●出演　網走市立
網走小学校、網走市立第三中学校、
北海道網走桂陽高等学校

【講習会】
ウイルタのお人形「ホホー」づくり

●とき　７月23日（土）10時～正午
●ところ　北方民族博物館 ▼講堂　
●定員　16人　●参加料　無料　　
●講師　笹倉いる美（当館学芸主幹）

「北の文様でゆらゆら動くモビー
ルをつくろう」

●とき ７月30日（土） ▼10時～正
午　●ところ　北方民族博物館 ▼講
堂　●定員　小中学生　20人
●講師　石原生久代（当館解説員）
●持ち物　あれば「はぎれ」　
●参加料　無料

絵本・児童書を被災地へ届けよう！
未夢の会

多くの仲間とコーラスを楽しんでい
る合唱団です。一緒に歌うことを楽
しみませんか。見学大歓迎です。
●練習日　毎週火曜日 ▼４月～９
月：午前９時～正午、10月～３月：
午前10時～正午　●ところ　エコー
センター 2000 ▼ 1階音楽練習室　●会
費　月額　3,000円　●申し込み・
問い合わせ　梅本さん　☎44-1121

網走はまなす女声合唱団
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　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

7月の休館日
１日（金/蔵書点検）、4日（月）、
11日（月）、18日（月）、19日（火・
祝日振替）、25日（月）、29日（火）

▼図書整理

読み聞かせ会

毎週土曜日、読み聞
かせ会を行っていま
す。みなさん来てく
ださいね！
●とき　毎週土曜日
（７月２日・９日・
16日・23日・30日）

▼午後２時～　●ところ　図書館 
おはなし室 ▼１階えほんのもり
●よみて  

▼２日：声の図書館そよかぜ
▼９日・23日：読み聞かせ会ハイジ

▼16日：人形劇団たんぽぽ

▼30日：紙芝居サークル玉手箱

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。

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

７月の休館日
４日（月）、11日（月）、18日（月・祝）
25日（月）
【企画展】 第52回北海道書道展
網走移動展

今月の展示棚

郷土博物館の続きです。

夜の街灯に集まる昆虫や飛び交うヘ
イケボタルを観察します。
●とき　７月 29 日（金） ▼午後７ 
時 30 分～９時　●ところ　呼人地
区（博物館集合） ▼雨天時は博物館
内で学習会を行ないます。●定員 
先着　25 人　●申し込み　前日ま
でに博物館　

夜の昆虫観察会

博物館の運営・整備や事業計画等に
ついて、ご意見をいただきたく、委
員を次のとおり公募いたします。
●応募資格　館の活動に関心のある
方で、網走市内に居住している平成
23年９月１日において満20歳以上の
方  ●募集人員　3人以内　●応募
方法　所定の応募用紙に必要事項を
記入のうえ、郵送・FAX・または博物
館に持参してください。　●選考方
法　選考会議で決定し、結果を本人
にお知らせします。　●任期　平成
23年９月1日～平成25年８月31日 
までの２年間　●応募用紙配置場所
博物館、市役所案内、エコーセンタ 
ー 2000、市民会館、女性センター、
美術館、保健センター、福祉センタ 
ー、市内各コミセンで配布していま
す。 ●応募期限　平成23年８月５ 
日（金）　●申し込み・問い合わせ
〒093-0041　網走市桂町１丁目１番
３号　網走市立郷土博物館

網走市博物館協議会委員の募集

●とき　７月２日（土）～ 24日（日）

▼午前９時～午後５時　●ところ　
網走市立美術館 ▼第１・２展示室　

●観覧料　高校生以上200円　小中
学生100円 ▼ 常設展も観覧できま 
す。 ▼土曜日は市内小中学生無料。
●主催　北海道新聞社、網走市立美
術館

［作品解説会・揮毫会］
●とき ７月10日（日） ▼午前10
時～正午  ●ところ  当館展示
会場内  ●講師  山崎　大寒氏
（北海道書道展会員）

■夏休み図工講座（①・②）
［会　場］　 網走市立美術館 ▼第１展

示室
［定　員］　各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。
・低学年の方は保護者の方同伴でお
願いします。
・幼児や学年の違うご兄弟・姉妹の
方のご参加もご相談にも応じます。

募　集

①「お面を作ってみよう！！」

②「切って貼って立体を作ろう！」

■中・高生のデッサン講座　 
　「静物デッサンの
　　　　　　基礎を学ぼう！！」

●とき　7月30日（土） ▼ 午前10 
時～正午　●対象　小学校低学年 
（１～３年）

●とき　7月31日（日） ▼ 午前10 
時～正午　●対象　小学校高学年 
（４～６年）

●とき　８月２日（火）・３日（水）

▼午前10時～午後３時　●ところ 
網走市立美術館 ▼第1展示室　 
●対象　中学生・高校生　●定員　
15人　●持ち物　鉛筆（２B・HB・
２H）・消しゴム　●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。 ▼小学生・一般の方のご参加
もご相談に応じます。 ▼どちらか1
日の参加でも構いません。　●申し
込み・問い合わせ　網走市立美術館

●暮らしを豊かにするネタ本
　　７月２日（土）～ 15日（金）
●夏の本！！
　　７月16日（土）～ 31日（日）
●夏休みだ！いろんなことに挑戦
●スポーツ特集
　（２階地方資料コーナー）
　　７月２日（土）～ 31日（日）

夏のおたのしみ会

たのしいおはなしがいっぱいです。
赤ちゃんから、参加できます。
●とき　７月27日（水） ▼ 午前11 
時～　●ところ　図書館 ▼１階え 
ほんのもり　●演目　おおきなかぶ
（エプロンシアター） ▼はなさかじ
いさん（飛び出す紙芝居） ▼スイミ 
ー（大型絵本）ほか

０歳からのおやこで楽しむ
よみきかせ会

●とき　毎月第４水曜日: ７月27日

▼ 午 前10時 ～ 10時30分　 ●とこ 
ろ　図書館 ▼１階えほんのもり
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