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　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

▼８月の休館日
１日（月）、８（月）、15日（月）、
22日（月）、29日（月）、31日（水）

▼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（８月６日・13日・
20日・27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  

▼６日：声の図書館そよかぜ

▼13日・27日：読み聞かせ会ハイジ

▼20日：人形劇団たんぽぽ

今月の展示棚

●10代をよりよく生きる
　　８月２日（火）～ 14日（日）
●あなたの子育て応援します
　　８月16日（火）～ 30日（火）
●夏のおはなし
●スポーツ特集
　（２階地方資料コーナー）
　　８月２日（火）～ 30日（火）

０歳からのおやこで楽しむ
よみきかせ会

読み聞かせやおすすめの絵本の紹介
など、赤ちゃんの図書デビューをサ
ポートします。
●とき　毎月第４水曜日: ８月24日

▼ 午前10時～ 10時30分　●ところ
図書館おはなし室 ▼１階えほんのもり

対面朗読サービス日

●とき　８月10日（水） ▼午前10時～
午後３時（ただし、昼食時間を除く）、
24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

古本を集めています

９月25日（日）に開催予定の図書館
「古本市」に皆様のご協力をお願い
します。

●期限　８月30日（火）まで　
●収集　１階図書カウンターに直接ご
持参ください ▼百科事典や雑誌など、
一部お受けできない場合があります。

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

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

水泳ワンポイント レッスン

申し込みは必要
ありません。
期間中プールに
指導員がいます。
気軽に声をかけ
てください。
●とき　８月６・７・20・21・27・28
日（土・日） ▼土曜日：【午前の部】
午前10時30分～正午、【午後の部】午
後１時30分～３時　日曜日：【午後の
部のみ】午後１時30分～３時　●とこ
ろ　網走市民プール　●対象　プール
利用者（年齢問わず）　●内容　水中
歩行から基礎、各泳法の上達法　●参
加料　プール入館料のみ　●問い合わ
せ　スポーツ課スポーツ振興係

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

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

【共催展】第５回美術館友の会会員展
「わたしの網走」

●とき　８月23日（火）～ 28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　●主催　網走
市立美術館友の会・網走市立美術館

【利用展】
長谷川　誠　日本画近作展

●とき　８月16日（火）～ 21日（日）

▼午前９時～午後５時　●ところ 
網走市立美術館 ▼第1展示室　
●観覧料　無料

【募集】
オホーツク・アートセミナーデザイン講座
テキスタイル講座Ⅲ「染めてみよう」

●とき　８月27日（土）・28日（日）

▼午前10時～午後５時
●ところ　博物館網走監獄 　●対象
一般（高校生以上）　●定員　15人
●講師　西本 久子氏（札幌大谷大学短
期大学部非常勤講師・道展会員）
●参加料　3,000円　●その他　汚れ
ても良い服装でお越しください。
●主催　同実行委員会、網走市立美術
館共催　●申し込み　網走市立美術館

美術館友の会スケッチ会

友の会会員だけでなく一般の方の参
加も受け付けます。
●とき　８月20日（土） ▼午前10時
～正午　●ところ　市内各所　
●持ち物　鉛筆・消しゴム・水彩など
の用具はご用意ください。　●問い合
わせ　網走市立美術館

美術館友の会鑑賞旅行参加者募集

当館所蔵作家でもある増田誠の作品
が釧路芸術館、釧路市立美術館に集
まります。この機会に釧路へ鑑賞に
訪れます。
●催行日　10月２日（日）
●行程　網走市立美術館前出発 7:00
～道立釧路芸術館 10:00～昼食 11:30
～釧路市立美術館 13:00 ～網走市立美
術館前到着 18:00（時刻は予定ですの
で前後します）　●代金（予定）　友
の会会員4,000円、会員以外5,000円
（観覧料、保険料等込）　●申込方法
代金をご持参のうえ網走市立美術館ま
でお越しください。●申込締切　９月
11日（日）　●申し込み・問い合わせ
網走市立美術館　☎44-5045
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イベント情報

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

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。

フライド プライドと仲間たち
「THE PARTY」～Fried Pride + 
日野皓正 + coba～

３組のアーテ
ィストによる
迫力と見ごた
えのある豪華
共演ステージ
です。

●とき　９月27日（火） ▼開演　午
後７時（開場　午後６時30分）　
●ところ　エコーセンター2000 ▼エ
コーホール　●入場料　 一般3,000
円、高校生以下1,500円（当日券500
円増）※未就学児の入場はご遠慮願
います。※前売り券が完売の場合、当
日券はありません。●チケット取扱所
キタノ靴店、ふくや楽器、フジヤ書店、
ブーランジェリープーブー、市民会館、
市役所売店、エコーセンター2000　
●主催　オホーツク・文化交流セン
ター 　●問い合わせ　社会教育課
生涯学習係（エコーセンター 2000内）

平成23年度　オホーツク・文化交流
センター　芸術文化事業

あばしりファミリー劇場2011公演

人形劇『ピノキオ』（大型作品）
楽しくてビックリ！

おなじみのピノキオの
世界が、むすび座さん
独特のパフォーマンス
で、にぎやかで楽しいス
テージに生まれ変わり
ます。親子おそろいでお楽しみ下さい。
●とき　９月18日（日） ▼開演　
午後２時（開場　午後１時30分）
●ところ　網走市民会館　●入場料
500円（４歳以上大人まで）※３歳以
下は無料　●出演　人形劇団むすび座
●チケット取扱所　フジヤ書店、ヒサ
ダ紙店、ふくや楽器、キタノ靴店、オ
ホーツク総合振興局売店、ブーランジェ
リープーブー、市役所売店、市民会館、
女性センター、エコーセンター2000、
各実行委員　●主催　あばしりファミ
リー劇場実行委員会　●問い合わせ
あばしりファミリー劇場事務局　
☎43-3705

基本的な知識から、実際に加工済みの
花材を使いアレンジします。
●とき　８月21日（日） ▼①午後１時
～３時、②午後３時～５時　　　
●ところ　エコーセンター 2000 ▼

３階研修室Ｂ　●対象　市民　●定員
各10人　●教材費　3,000円　●講師
石金由美子さん　●持ち物　持ち帰り
用の袋　●申し込み・問い合わせ　８
月11日（木）午後５時までに社会教育
課生涯学習係 ▼ＦＡＸ可

網走市民大学講座受講生募集

  第３講座　９月14日(水)　

食に潜むリスク～化学物質の子ども
への影響「エコチル調査」開始～

東京農業大学
教育学研究室教授　　

井上　正道　氏

●講演時間　午後６時30分～８時15
分　●会場　エコーセンター2000 ▼

２階大会議室　●受講方法　１講座
1,000円　※当日直接２階大会議室受
付までお越しください。　●問い合わ
せ　網走市民大学事務局（エコーセン
ター2000内）　☎43-3705
 道民カレッジ連携講座

平成23年度 網走市家庭教育フォーラム
「人を信じて　自分を信じて
～人間関係に喜びを感じる力/夢・希望・
 自尊心の源泉～」

ストレスを感じるのも人間関係、スト
レスを解消するのも人間関係。だから
私たちは、休息をとることも必要です
が、ストレスをやわらげてくれるような
人との関係をきずくことが大切です。
（『知ってほしい！子どもの「こころの病気」』より）

講師
児童精神科医
川崎医療福祉大学
医療福祉学部教授

佐々木　正美　氏

●とき　９月23日（金・祝） ▼午前９
時15分～11時15分　●ところ　エコ 
ーセンター2000 ▼エコーホール　●対象
家庭教育に関心のある方　●参加料　
無料（託児あり。事前申し込み必要）
●締め切り　９月４日（日）　
●申し込み・問い合わせ　社会教育課
生涯学習係　※この事業は網走東部地
区ＰＴＡ連合会研究大会、網走市ＰＴ
Ａ連合会研究大会を兼ねています。

網走市民
てづくりすと講座

 

今月のふれあい動物園　開園日

●とき　日曜日：８月14日、28日 
　　　　 ▼午後１時～３時45分　
●ところ　呼人トレーニングフィール
ド　●問い合わせ　社会教育課管理係
（エコーセンター2000内）☎43-3704

石金さんの 
プリザーブドフラワー教室
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