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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。

金 美齢氏　講演会
「次代に伝えたい 美しい日本の心」

̶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⑪

7月に社会教育委員の研修会がありまし
た。今回のテーマは「子育て支援」に
ついてでした。どこの市町村でも「お願
い会員」「まかせて会員」の登録など、
言い方は違っても市町村で工夫をしなが
ら支援しているようです。（ちなみに網走
市の子育てサポートセンターでは「依頼
会員」「協力会員」です）子育てという
イメージは、どちらかというと民生児童
委員や保育士、保健師など、そして図
書館の読み聞かせなどが浮かんでしま
い、本来は０歳～高齢者までが社会教
育ではあるけれど、実践としては難しい
という話も多く、社会教育委員としての
関わりというと・・・と参加者も悩んで
いました。でも子育てって、お母さんの
お腹の中にいる時には始まっているし、
生まれてからは一生続くものではないで
しょうか。一応の区切りとしては社会人
になるまでと考えてもいいですよね。あ
る人が、高校生に「大人って何？」と聞
かれて言葉につまってしまったそうです。
そう、皆さんは「大人」ってどんな人だ
と思いますか？
 社会教育委員　Ｎさん

募 集

テレビを始め各種メディアにおいて、
幅広い分野にわたり様々な提言を
行っている金美齢氏を講師に迎え、
網走初の講演会を開催します。
●とき　10月28日（金） ▼午後６時
30分（開場 午後６時）　●ところ　網
走市民会館 ▼大ホール　●入場料 
無料（但し、整理券が必要です。）
●整理券取扱所　オホーツク総合振
興局・網走市役所案内・エコーセンタ 
ー・網走市民会館・網走総合体育館・
網走商工会議所・まちプラ・網走バス
ターミナル・網走青年会議所事務局
●問い合わせ　（社）網走青年会議所
（月曜～金曜日　午前10時～午後４時
☎44-6751）

第34回 女性センターフェスティバル

女性センターを利用している団体・
サークルが日頃の活動の成果をみな
さんに披露します。

10月15日（土）午前10時～午後３時
●ところ　網走女性センター(南３西３)
●内　容　【　】は団体名です
　
【網走友の会】お赤飯販売（240食）
【 新日本婦人の会】自然に優しいシャ

網走市立第三中学校吹奏楽部
第５回定期演奏会

今回は第５回目を
記念して、第２部
にＯＢ演奏を企画
しています。
お楽しみに！
●とき　10月30日（日） ▼午後６時
（開場 午後５時30分）　●ところ
網走市民会館 ▼大ホール　●入場料
300円（小学生以下無料）　●問い合
わせ　網走第三中学校　☎44-8738

女性☆こころのケア講座（全12回）
ＤＶサポート　トーキングプレイス

ＤＶ・トラウマ・モラルハラスメン
ト・喪失など、こころの傷つきにつ
いて考えながら学ぶ、女性限定の講
座です。途中回からの参加・スポッ
ト参加ＯＫ。昼・夜の開催です。
●とき・内容　昼：午後1時  夜：午後
６時　①10月11日（火）「～世間の枠
と私らしさ」　②10月25日（火）「～
支配される人間関係とトラウマ」　
●ところ　北コミュニティセンター

▼２Ｆ和室４　●参加料　各2,100
円　●問い合わせ　社会福祉士　山
田さん　☎080-6084-1919　
mail dvtp@ezweb.ne.jp
HP http://www.dvtp.net/

 

ボン製品、うどん・まぜごはん（各
50食）
【 母親連絡会】　かんてんゼリー・削
り節販売、資料展示、通宝のり販売
【 Ⅰ女性会議】三陸海産物販売・ハ
イム石鹸
　
【レーザークラフトクラブ】
　革作品（バック・小物）展示・販売
【 新日本婦人の会】各サークル紹介、
作品展示・販売、手編み体験会

【花砂丘の集い】短歌作品の短冊展示
【 茶道裏千家淡交会網走支部オホーツ
ク青年部】午前11時：お茶席（お茶
席代　200円）※お菓子が無くなり
次第終了。
【 網走友の会】環境にやさしい生活
資料展示
　 
【新日本婦人の会／絵手紙教室】
　作品展示・絵手紙体験教室
　 ※道具は用意します。どなたでも参
加できます。
 ミニコンサート　２階で実施

【フルート同好会Ａｎｄａｎｔｅ】
　フルート・リコーダー演奏 
　午前11時～
【岳風会網走支部～詩吟～】
　午前11時30分～
●駐車場：センター前は駐車禁止。
（ 南２西３ ａｕショップ駐車場となりの元市
営駐車場、又はエコーセンター2000の駐車
場をご利用ください）　
●問い合わせ　網走女性センター　
　☎43-2905

　１ 階 　

　２ 階 　

　３ 階 　
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社会教育各施設からの
情報です。

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

10月の休館日（体育館・プール）
３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）　  美術館から

Tel 44－5045　Fax 44－5062

10月の休館日
３日（月）、17日（月）、24日（月）、
31日（月）

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

10月の休館日
３日（月）、11日（火）、17日（月）、
24日（月）、31日（月）
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
11月号は９月30日（金）
12月号は10月31日（月）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

●とき　９月10日（土）～ 11月６日
（日） ▼午前９時～午後５時 ※祝日
の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

関連事業
◆当館学芸員による作品解説会
土曜日 ▼※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）

「体育の日」体育施設無料開放

「体育の日」に
体育施設を無料
開放いたします。
体を動かしてみ
ませんか。
■とき　10月10日（月・祝：体育の日）
■ところ・内容　【総合体育館】
　時間：午前９時～午後５時

　 ▼室内運動靴を持参してください。
【市営テニスコート】
　時間：午前９時～午後５時

　  ▼利用する場合は総合体育館事務
室にて受付を済ませてください。

【市営陸上競技場】
　時間：午前９時～午後５時
　 ▼個人利用（10名以下）で備品を利
用する場合の備品使用料は無料です。
利用する場合は総合体育館事務室に
て受付を済ませてください。

━以上の問い合わせ先━
　網走市総合体育館（℡43-3647）
【市民プール】
　 時間：午前10時～午後５時（ただし、
遊泳時間は午後４時30分まで） ▼問
合いわせ　市民プール（☎43-0450）

【すぱーく網走（屋内ゲートボール場）】
　 時間：午前９時～午後５時 ▼問い合
わせ　すぱーく網走（☎43-3140）

【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

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
いますので利用を希望するチームの
代表者は出席を願います。平成23年
11月１日(火) ～平成24年１月31日(火)
までの３カ月間、練習及び大会、イベ
ントについて調整します。なお、調整
は市内のチームを優先します。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　10月20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　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）

【親子講習会】
親子で楽しむ
カムチャツカ風サケ料理

●とき　10月８日（土） ▼午前10時
～正午　●定員　25人　●参加料
100円（保険料）　●持ち物　エプロン、
三角巾

【北海道博物館紀行】
オホーツクミュージアムえさし
「琥珀（こはく）をみがいてみよう」

●とき　10月15日（土） ▼午前10時
～正午　●定員　30人　●講師　高
畠 孝宗氏（オホーツクミュージアム 
えさし学芸員）　●参加料　無料　
●持ち物　エプロン、手ふきタオル
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