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イ ベ ン ト

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

ラジオ体操カードの配布

お 知 ら せ

̶シリーズ・・・社会教育委員の目̶
知っていますか？社会教育委員⑩
市民の皆さんに社会教育や社会教育委
員の存在を知っていただきたいという想
いから始めた「シリーズ社会教育委員の
目」も早1年もたってしまいましたが、
皆さんの目には少しは留まっていただけ
たでしょうか。以前にも載せましたが、
社会教育の根本とも言える生涯学習とい
う言葉を聞いた事がある人は多いと思い
ます。毎年11月にあるまなび塾フェスティ
バル、これは生涯学習の一貫としての「あ
ばしりまなび塾」を知ってもらうための
イベントとして始めたもので、赤ちゃん
からシニア世代までが楽しめるお祭りを
通して生涯学習を体験してほしいとの想
いが込められています。（最近は参加者
の世代に少し片寄りがあるかな・・とは
感じています。）それでもすっかり網走市
民に定着したのは嬉しい事です。「あば
しりまなび塾」に換わって「あばしり学」
は、学習の部分が進化したものといって
もいいかもしれません。そう考えると私
たち市民は気づかないうちに社会教育に
関わっているわけです。これからは参加
だけでなく、皆さんの思いを形にする側
になるのもおもしろいと思いませんか？
            社会教育委員　Ｎさん

網走市子ども会育成連合会では、ラ
ジオ体操カードを配布しています。
ラジオ体操に取り組んでいる町内会、
子ども会の皆さん、どうぞご利用く
ださい。
●配布場所　エコーセンター2000 ▼

２階事務室　●問い合わせ　網走市子
ども会事務局（エコーセンター2000内 
☎43-3705）

子ども会サマーキャンプ ・育成者研修会

てんとらんどで遊ばナイト！

子ども会の仲間、全員集合！市内の
いろんな学校の子ども達と１泊２日
で一緒に遊びませんか。夜はキャン
プファイヤーもするよ！
●とき　８月20日（土）～21日（日） ▼

集合：午後１時45分、解散：午前11
時45分　●ところ　道立オホーツク
公園「てんとらんど」　●対象　市内
の子ども（小学生以上）、子ども会会員
及び育成者　●定員　40人　●参加
料　500円　●申込方法 ８月８日 
（月）各子ども会事務局または連合会事
務局へ ▼各子ども会を通して募集チ
ラシを配布していますので、詳細はチ
ラシをご覧ください。　●申し込み
網走市子ども会育成連合会事務局（エ
コーセンター 2000内　☎43-3705）

わくわく塾 夏休み数学教室

夏休みを利用して無料の数学教室を
開きます。
●期間　８月９日（火）、10日（水）、
11日（木）の３日間（１日だけの参加も
可能です）　●時間　午後６時30分

～７時50分 ▼全学年一斉開催　
●内容　中学数学レベル問題の解説
●ところ　エコーセンター2000 ▼ 　

学習室Ａ　●対象　中学生以上の方
●参加料　無料　●申込締切　８月
５日（金）　●申し込み・問い合わせ
菊地さん　☎090-6265-0907

夏休み・親子で映画鑑賞会
「おまえうまそうだな」

累計150万部を突破
した宮西達也による
絵本「ティラノサウ
ルスシリーズ」を映
画化したハートフルなアニメーション。
親子のきずなが感動を誘います。
●とき　８月７日（日） ▼午後３時
30分～５時（開場午後３時）　
●ところ　網走市民会館 ▼大ホール
●入場料　無料 ▼整理券配布（全席自
由） ▼１人４枚まで　●対象　親子、
中・高・大学生友達同士可　●整理券
配布場所　市民会館、まちプラ、エコ
ーセンター 2000　
●主催　シネマ倶楽部あばしり　
●問い合わせ　シネマ倶楽部あばしり
井上さん　☎090-8429-3905

木田敦子と宮城社桜の会による
第３回　筝曲演奏会
●とき　８月７日（日） ▼開演　午後
１時30分（開場午後１時）　●ところ
エコーセンター2000 ▼エコーホール
●入場料　一般 2,000円、高校生以下
1,000円　●ゲスト　田辺頌山氏（尺
八）、利根英法氏（筝・三絃）　●賛助
出演　大嶋裕子さん、網走女声コーラ
スコール・ドルチェ、紋別バンブーバ
ンブー　●友情出演　斉藤堤子さん、
鷲津名崩木さん、水野志穂さん、紋別
アンサンブル絃（代表鈴木多恵子さん）
●曲目　「新暁」ほか　●主催　木田
敦子、宮城社桜の会（代表　森本久美
子）　●後援　網走市教育委員会、網
走文化連盟　●問い合わせ　森本さん
　☎43-5277、宮本さん　☎44-6086

第35回記念　
北海道七宝作家協会展 2011網走展
30周年　網走七宝焼友の会　記念展

道東で初の七宝作家展が開催されます。
●とき　８月30日（火）～９月４日
（日） ▼午前10時～午後６時（最終
日午後３時まで）　●ところ　エコー
センター 2000 ▼ 1階展示室　●体験
教室　９月２日（金）～３日（土）（当
日受付）　●問い合わせ　七宝焼友
の会 島田さん　☎44-8471

第４回　
網走ジャズフェスティバル♪

●とき　９月１日（木） ▼開演　午
後６時30分（開場午後６時）　●ところ
エコーセンター2000 ▼エコーホール
●入場料　前売1,500円（当日2,000円）
●出演　井上ゆかり氏（ピアノ）、加藤
真一氏（ベース）、正木まどか氏（ヴォ 
ーカル）、百香氏（ヴァイオリン＆ヴォ 
ーカル）　●チケット取扱所　エコー
センター2000、共同インフォメーショ
ン　●問い合わせ　アラシックス会＆
共同インフォメーション　☎48-2775
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　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

８月の休館日　ありません
開館時間　午前９時～午後５時

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
９月号は７月29日（金）
10月号は８月31日（水）です。
エコーセンター2000内社会教育課
　生涯学習係　☎４３－３７０５

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。

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

８月の休館日
１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、29日（月）

特別企画展
「能取原生花園の自然展」

市内唯一の能取原生花園について展
示・解説します。
●とき　８月２日（火）～９月30日
（金）●ところ　網走市立郷土博物館
●見学料　入館料にて観覧できます。
●問い合わせ　網走市立郷土博物館

特別企画展「能取原生花園の自然
展」展示説明会

開催中の特別企画展示の説明会です。
展示までに行った現地調査の結果や
展示物そのものについて解説します。
●とき　８月７日（日） ▼午前10時
～正午　●ところ　博物館 ▼特別展
示室　●参加料　無料　●申し込み
網走市立郷土博物館　

桂ヶ岡の自然観察会

夏の桂ヶ岡公園を歩き、植物や野鳥
を観察します。
●とき　８月27日（土） ▼午前９時
～正午　●ところ　桂ヶ岡公園（博物
館集合）　●定員　特になし　●雨天
博物館内で学習会を行います。
●参加料　無料　●申し込み　網走市
立郷土博物館　

【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　●観覧料　有料

【はくぶつかんクラブ】
「革でつくるミニトレー」

●とき　８月６日（土） ▼午前10時
～正午　●ところ　北方民族博物館

▼講堂　●講師　永瀨早苗（当館解
説員）　●定員　20人　●対象　小中
学生　●参加料　無料

【親子講習会】
「ウイルタ文様のバックづくり」

●とき　８月７日（日） ▼午前10時
～正午　●ところ　北方民族博物館

▼講堂　●講師　笹倉いる美（当館解
説員）　●定員　25人　●対象　小学
生以上（※保護者と一緒にご参加くだ
さい）　●参加料　無料　

【講習会】「ウイルタの手袋（マン
バッカ）づくり」

●とき　８月20日（土） ▼午前10時
～正午　●ところ　北方民族博物館

▼講堂　●講師　笹倉いる美（当館解
説員）　●定員　16人　●対象　一般
●参加料　無料
 道民カレッジ連携講座

□網走ミュージアムライティング

網走商工会議所では道立北方民族博
物館、市立郷土博物館、市立美術館
の３施設を８月31日（水）まで毎日
午後７時30分～９時30分の２時間
ライトアップします。網走の文化や
歴史に触れ、夏の夜のひと時を過ご
してみませんか。

「道立北方民族博物館」

◆コンサート
●８月７日（日）　予定　

「市立郷土博物館」　　

◆歴史的建築物講話・ドーム型赤い
　屋根の開放
●８月４日（木） ▼午後６時30分

「市立美術館」
　　　　　　　　　 作品をライトアッ

プし、窓越しに館
外からご覧いただ
きます。（入館はで
きません）

◆作品（７月中予定）　
　「VANISHING 1986」
●作家　田中　秀穂氏
　（武蔵野美術大学教授）
◆映写　
　「VANISHING 1986」作品制作過程
◆作品 ランプシェイド（８月中予定）
　 「夏休み図工講座」に参加された
小学生の皆さんの完成作品
◆館前庭設置の彫刻５作品

●主催･問い合わせ　網走商工会議所
　☎ 43-3031
　HP http://www.cci.knc.ne.jp
●共催　道立北方民族博物館・
　　　　市立郷土博物館・市立美術館

第29回　
夏のオホーツク星空への招待

●とき　８月５日（金） ▼午後７時
30分～11時　●ところ　小清水原生
花園（現地集合） ▼雨天中止　●参加
料　無料　●申し込み　当日会場で受
け付けます。
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