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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。
ゲストプレーヤー
はドラマーとして
「つのだ☆ひろ」さんに決定！
●とき　９月27日（火） ▼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（全席自由、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、音楽ｂａｒＣ 
ＬＡＰ、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）

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 終演 
午後３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

 

ハロウィーン ・ パーティー 2011  

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

シェインさんや管内のALTの先生方、
農大生、おじいちゃん・おばあちゃん
と外国の伝統的な文化ハロウィ－ンを
楽しもう。今年もいろんな工夫をして
待っています。仮装して来てね！
●とき  10月21日（金） ▼午後６時30
分～８時30分　●ところ エコーセン
ター 2000 ▼１階エコーホール 
●対象　市内の小学１～６年生 
●定員　100人 ▼定員を超えた場合
は抽選し、後日ハガキで連絡します。
●参加料　500円　●持ち物　お菓子
を入れる袋、簡単な仮装をしてきてく
ださい。　●申し込み・問い合わせ　
９月26日（月）午後５時までに社会教
育課生涯学習係

あばしりまなび塾フェスティバル
出展者募集

「あばしりまなび塾フェスティバル」 
は、市民のみなさんが日頃取り組んで
いる様々な学習や活動を紹介し、来場
する大人や子どもが体験する場です。
毎年、約1,500人が来場する大きなイ
ベントです。フェスティバルは、出展
者のみなさんで実行委員会を組織し、
企画・運営を行ないます。出展をご希
望の方は事務局までお問い合わせくだ
さい。
●とき　11月23日（水・祝）　●締め
切り　９月９日（金）まで　●申し込
み・問い合わせ　社会教育課生涯学習
係内 まなび塾フェスティバル事務局
☎43-3705

イベント情報
平成23年度　オホーツク・
文化交流センター　芸術文化事業

平成23年度　オホーツク・
　　　文化交流センター　芸術文化事業

清塚 信也　ピアノリサイタル

あのＮＨＫ大河
ドラマ「龍馬伝」
紀行テーマや人
気ドラマ「のだ
めカンタービ
レ」玉木宏氏演
じる「千秋真一」
の吹き替え演奏
をした、今最も
注目を集めるピ
アニストです。
●とき　10月27日（木） ▼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2,000円、高校生以下
1,000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）

一般公開
第31回網走市寿大学祭

寿大学は65歳以上の学生が、教養講座
やクラブ活動などを通じて仲間づくり
や教養を深めています。今年も全ての
クラブが一年間の日頃の学習成果を披
露します。家族や友人、知人だけでな
く、広く市民の方々にもご来場いただ
きたくご案内いたします。
■エコーホール
（ステージ発表）
茶道・舞踊・民
謡・詩吟・カラ
オケ
■展示室（展示）園芸・短歌・書道・
手芸　●とき　10月５日（水） ▼午前
10時～午後２時30分　●ところ　エ
コーセンター2000 ▼１階エコーホー
ル・展示室　●入場料　無料
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
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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。

「中村さんのヨガ講座」

ヨガを通じてゆったりとした
呼吸法を学び、体に無理のな
い動きを楽しみます。
年齢、男女を問いません。
体の硬い方もＯＫです。
●とき　９月13日、20日、27日、10
月４日 ▼毎週火曜日・全４回 ▼午後
７時～８時30分　●ところ　エコー
センター 2000 ▼ １階リハーサル室
●対象　市民　●定員　15人　●教
材費　無料　●講師　中村美由紀さん
●持ち物　バスタオル、ヨガマット
●申し込み・問い合わせ　９月５日
（月）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～
環境リスクが健康に与える影響を解
明する全国調査（エコチル）が環境省
主導で始まりました。
食を通じ、環境劣化の現状を学びます。

東京農業大学
教育学研究室教授　　

井上　正道　氏

網走市民
てづくりすと講座

おとなのための科学講座
「太陽系をのぞいてみよう！」

地球や月や惑星の模型やスライドを使 
って太陽系の大きさ、天体を分かりや
すく紹介します。
●とき　９月28日（水） ▼午後７時30
分～９時30分　●ところ　エコーセ
ンター 2000 ▼ ３階視聴覚室　●定
員　30人　●教材費　無料　●対象
小学生高学年以上　●講師　林 秀明
さん（網走・科学の会）　●締め切り　
９月20日（火）まで ▼定員を超えた
場合は抽選します。　●申し込み・問
い合わせ　社会教育課生涯学習係（エ
コーセンター 2000内）

網走市民まなびすと講座

「ウィルタ刺しゅう入門講座」

北方少数民族「ウィ
ルタ」の刺しゅうを
体験します。またウ 
ィルタ文化への理解
を深めるために道立
北方民族博物館の見学も行います。
●とき　９月13日、20日、27日、10
月4日、11日、18日 ▼ 毎週火曜日・
全６回 ▼午前10時～正午　●ところ
エコーセンター2000 ▼３階学習室Ａ 
●定員　15人　●教材費　1,700円
（別途、北方民族博物館入館料700円か
かります）　●講師　フレップ会のみ
なさん　●持ち物　筆記用具、まち針、
ハサミ、しつけ糸、チャコペン　●締
め切り　９月６日（火）まで ▼定員を
超えた場合は抽選します。　●申し
込み・問い合わせ　社会教育課生涯学
習係（エコーセンター 2000内）

  第４講座　10月６日(木)　

津軽三味線の真髄
旅のじょんから 笑わせます。
津軽三味線最高峰の生音をお楽しみ
いただけます。平成最後の旅芸人と
しての話芸もお楽しみください。

津軽三味線伝承者　　

高橋　祐次郎　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

参加者募集「親と子のふれあい教室 ２期」
この教室は、各分野の専門家からアドバイスをいただき健や
かなお子さんの成長を願う子育て支援教室です。この機会に
聞いてみたい事はありませんか？
●とき　10月４日（火）、７日（金）、11日（火）、14日（金）全４
回 ▼午前10時～11時30分 ▼午前９時30分から受付　●とこ
ろ　エコーセンター2000 ▼交流室、視聴覚室など　●対象　概
ね１歳半～３歳児と親 ▼託児あり　●教材費　200円　●定員
15組 ▼抽選　●持ち物　バスタオル、オムツ、飲み物等
●申し込み・問い合わせ　９月20日（火）までにエコーセンター
2000内社会教育課生涯学習係へ電話でお申込みください。

第１回10月４日(火) 第２回 10月７日(金)

『ひとりでできるかな！』
自立に向けて　スプーンから箸へ
吉岡美代さん（潮見保育園園長）

『心すくすく生活リズム』
朝食、就寝時間などの生活リズ
ムと成長について

保健師（保健センター）

第３回 10月11日(火) 第４回 10月14日(金)

『食べることって楽しい』
食の栄養面、摂取方法について
管理栄養士（保健センター）

『おやつクッキング』
野菜入りホットケーキと南瓜入り
みたらし団子を作ります
栄養士（子育て支援課）
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