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

９月の休館日　
５日（月）、12日（月）、20日（火）、
26日（月）

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

９月の休館日
５日（月）～９日（金）、12日（月）、
29日（月）※臨時休館 ９月６日（火）
～９日（金） ▼特別企画展準備

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

９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
10月号は８月31日（水）
11月号は９月30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

【特別企画展】
オホーツクにこんな画家がいた
生誕100年　居串佳一展

詳しくは６～７ページの特集記事と
あわせてご覧ください。
●とき　９月10日（土）～ 11月６日
（日） ▼午前９時～午後５時（初日
9/10は午前10時～）※祝日の9/19（月）、
9/23（金）、10/10（月）、11/3（木）は
臨時開館します。　●ところ　網走市
立美術館 ▼全館（第1～ 4展示室）
●観覧料　高校生以上500円、小中学
生250円（20名以上の団体は高校生以
上400円、小中学生200円）※市内小
中学生は土曜日無料 ▼9/16（金・敬老
会当日）は市内70歳以上の方は無料

関連事業
◆オープニング　午前10時～ 11時
山下紀子氏（居串佳一長女）ほかを招
いてテープカット、開会式を行います。

◆当館学芸員による作品解説会
土曜日：９月10日 午前11時～正午 ▼

９月24日 午後２時～３時 ▼※10月１
日 午後1時30分～３時 ▼10月15日・
29日 11月５日 午後２時～３時（※10
月１日の回は平成23年度「あばしり
学」講座との連携開催になります）

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、昼食代別）　
●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。●締
め切り　９月11日（日）　●申し込 
み・問い合わせ　網走市立美術館　
☎44-5045

網走市民プール臨時休館

ボイラー性能検査定期点検のため臨
時休館します。
●期間　９月10日（土）～13日（火） ▼

午後１時まで ▼９月13日（火）午後
１時より通常営業　●問い合わせ　網
走市民プール　☎43-0450　㈱オピス
☎61-0880

10月のスポーツ教室
市民バドミントン教室

●とき　木曜日：10月13日、20日、
27日　金曜日：10月14日、21日、28
日 計６回 ▼午後７時～９時　●とこ
ろ　総合体育館 ▼アリーナ　●対象
中学生以上の網走市民（中高生は保護
者の同意書必要）　●定員　20名 ▼

定員になり次第締切ります。　●募集
期間　９月21日（水）
～ 10月６日（木）

▼受付時間火～土：
午前９時～午後９時
日・祝日・月：午前
９時～午後４時30分
●参加料　1,000円
●内容　基礎練習とゲーム　●申し込
み　参加料を添えて総合体育館まで

▼申込終了後キャンセルの場合、参加
料はお返しできません。

【講座】 ウィルタ文化映像上映会

●とき　９月３日（土） ▼午前10時
～正午　●ところ　北方民族博物館

▼講堂　●参加料　無料　●講師　
笹倉いる美（当館学芸員主幹）
 道民カレッジ連携講座

【講習会】
ウィルタの靴「ウッタ」づくり

ウィルタのブーツのミニチュアをつ
くります。
●とき　９月17日（土） ▼午前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（当館学芸員主幹）
 道民カレッジ連携講座

【第26回　北方民族文化シンポジウム】
環境変化と先住民の生業文化
 ～陸域生態系における適応～

●とき　10月１日（土）、２日（日）

▼午前９時30分～午後４時　
●ところ　エコーセンター 2000

▼２階大会議室　●参加料　無料

【関連事業 上映会】　星野道夫 
Alaska 星のような物語～感受編～

●とき　９月30日（金） ▼午後６時
30分～７時30分　●ところ　エコー
センター 2000 ▼エコーホール
●入場料　無料 ▼整理券が必要です。
●整理券取扱所　エコーセンター2000、
市役所、北方民族博物館
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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。

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

９月の休館日
５日（月）、12日（月）、19日（月・
祝）、26日（月）

【特別企画展】
能取原生花園の自然展

網走市唯一の能取原生花園の自然に
ついて、特別展を開催しています。
●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　博物館入館料にてご覧
になれます。●観覧料　大人：120円
小人：60円（市内小中学生は、土曜日
は無料になります）

ホザンナ聖歌隊

総勢14名で賛美歌を
歌います。
●とき　９月10日
（土）   ▼午前11時
30分～　●ところ　
エコーセンター2000

▼アトリウムロビー
●曲目　「いつくしみ深き」ほか　
●入場料　無料　●問い合わせ　社
会教育課生涯学習係

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

９月の休館日
５日（月）、12（月）、19日（月・祝）、
20日（火・祝日振替）、26日（月）、
30日（金） ▼図書整理

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日（９月３・10・17・
24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　３日：声の図書館そよかぜ

▼10日・24日：読み聞かせ会ハイジ

▼17日：人形劇団たんぽぽ

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: ９月28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　９月14日（水） ▼午前10時～
午後３時（ただし、昼食時間を除く）、
28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　前日までにお申込みく
ださい。

今月の展示棚

●今からはじめる！大人のための学び
直し特集 ▼９月１日（木）～15日（木）
●知りたい健康～ストップ！がん～

▼９月16日（金）～29日（木）
●いただきまーす！おいしい絵本
●北海道の出版社
（２階地方資料コーナー）

▼９月１日（木）～29日（木）

情報センター閉鎖のお知らせ

エコーセンター１階情報センターリニ 
ューアル準備のため、現在の情報セン
ターを下記日程で閉鎖いたします。
●閉鎖期間　平成23年10月４日（火）
～平成23年11月22日（火）
※新・情報センターは、現在の場所で、
平成23年11月23日（水・祝）より開
設予定です。

０歳からのおやこで楽しむ
よみきかせ会

■第18回図書館まつり■
今回も楽しいイベントが盛り沢山！

【と　き】９月25日(日)
【ところ】網走市立図書館
　　　　　エコーセンター 2000

【問合先】網走市立図書館

□古本市
　と　き：午前10時～午後３時
　ところ：アトリウムロビー
□おたのしみ会スペシャル
　～親子で楽しめる　お話がいっぱい～
　公　演：人形劇団「たんぽぽ」
　と　き：午前10時～
　ところ：２階大会議室
□スクリーンシアター
　～子どもたちが楽しめるイベントです～
　と　き：午前11時～
　ところ：２階大会議室
□子ども俳句・短歌大会表彰式
　と　き：午後１時30分～
　ところ：展示室
　作品展示期間：９月22日(木) ～
　　　　　　　　　　　10月２日(日)
□絵はがき展
　～網走や北海道に関する絵はがきを
　展示します～　
　ところ：図書館
□布えほん展
　～布えほんを手にとってその温かさを
　感じてください～
　ところ：図書館
□「本が泣いているよ！」展
　～落書き、動物の噛みあとなど破損した
　本を展示し、大切にすることをよびかけ
　ます～
　ところ：図書館

秋のオホーツク星空への招待

●とき　９月２日（金） ▼午後６時～
９時　●ところ　小清水原生花園（現
地集合）　●雨天　中止します。
●参加料　無料　●申し込み　当日会
場で受け付けます。

民俗資料収蔵展示施設一般開放

郷土博物館が収集
してきた収蔵資料
を公開します。
昭和初期から近年
までの様々な道具
類約20,000点が収蔵されています。
●とき　９月５日（月）～９月11日
（日） ▼午前10時～午後４時　
●ところ　民俗資料収蔵展示施設　
（旧丸万小学校）実豊193番地の１　
●見学料　無料　●雨天　開放してい
ます。　●申し込み　当日、会場にて
受付けます。
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