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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
―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

平成23年度 
オホーツク・文化交流センター 芸術文化事業

トルヴェール・クヮルテット
サクソフォン コンサート　in　網走

日本が世界に誇るサックス四重奏団！
超絶なテクニック、ハーモニーをお楽
しみください！！

●とき　11月11日（金） ▼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2,500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。

●曲目　「マイ・フェバリット・シン 
グス」ほか　●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

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

10月の休館日
３日（月）、10日（月・祝）、11日（火・
祝日振替）、17日（月）、24日（月）、
28日（金） ▼図書整理、31日（月）

今月の展示棚

●知りたい健康
～病とどう向きあうか～　　

▼10月１日（土）
　　　　～ 15日（土）
●読書の本

▼ 10月16日（日）
　　　　～ 30日（日）　
●ハッピー・ハロウィーン

▼ 10月１日（土）
　　　　～ 30日（日）
●網走ロケ地紀行
（２階地方資料コーナー）

▼10月１日（土）
　　　～ 11月29日（火）

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日（10月１・８・15・
22・29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　 ▼１日・29日：紙芝居サー
クル玉手箱

▼８日・22日：読み聞かせ会ハイジ

▼15日：人形劇団たんぽぽ

●とき　毎月第４水曜日：10月26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

０歳からのおやこで楽しむ
よみきかせ会

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

10月の休館日
３日（月）、10日（月・祝）17日（月）、
24日（月）、31日（月）

月と木星と
夏・秋の星座を見る会

木星や天王星・海王星、アンドロメ
ダ大星雲などを楽しめます。
●とき　①10月２日（日） ▼午後８時
～ 10時　②10月31日（月） ▼午後６
時～８時　●ところ　博物館前庭 
●参加料　無料　●雨天　館内で学習
会を開催します。　●申し込み　当日、
会場で受け付けます。

対面朗読サービス日

●とき　10月12日（水） ▼午前10時
～午後３時（ただし、昼食時間を除く）、
26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。

湖の鳥観察会

湖で休む渡り途中の
カモやシギ等の水鳥
たちを観察します。
●とき　10月8日（土） ▼午前９時～
正午　●ところ　涛沸湖（博物館集合）
●定員　25人　●雨天　博物館内で
「スライドによる網走の野鳥」を開催 
します。　●参加料　無料　●申し込
み　前日までに博物館

呼人半島の自然観察会

秋の呼人半島には様々なカモ類が訪
れ、遊歩道沿いの木々には実がたわ
わになっています。
●とき　10月29日（土） ▼午前９時
～正午　●ところ　呼人半島（博物館
集合）　●定員　25人　●参加料　無
料　●雨天　館内で学習会を開催しま
す。　●申し込み　前日までに博物館
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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。

森川さんの 
プリザーブドフラワー教室

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　10月15日（土） ▼午後１時～
３時　●ところ　エコーセンター2000

▼２階交流室Ｃ　●対象　市民　
●定員　20人　●教材費　2,500円
●講師　森川 一枝子さん　●持ち物
作品を持ち帰る袋　●申し込み・問い
合わせ　10月３日（月）午後５時まで
に社会教育課生涯学習係※定員を超え
た場合は抽選します。 ▼ＦＡＸ可

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

網走市民
てづくりすと講座

  

津軽三味線伝承者　　

高橋　祐次郎　氏

 第５講座  11月４日(金)　

神話と伝承文化のコスモロジーと
霊性のネットワーク

独特の切り口で語る
「日本的精神性」とは。

京都大学 
こころの未来研究
センター教授　　

鎌田　東二　氏
※本講演は（財）上廣倫理財団のご協力をいた
だいております。

●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

イベント情報

網走市民大学講座受講生募集

  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演奏が聴けま
す。平成最後の旅芸人としての話芸
もお楽しみください。

道民カレッジ連携講座

第16回暮らしいきいきフォーラム

「男の居場所・女の居場所」
～子育て前線、家族の今日的事情～

日本の家族形態の変化や他の国の家族
形態、また、家族と家庭の考え方につ
いて考え、社会で子どもを育てる条件
づくり、施策など地域の子育て支援に
ついて等お話していただきます。
●とき　10月13日（木） ▼午後６時30
分～８時15分　●ところ　エコーセ
ンター2000 ▼２階大会議室　●講師
河野 和枝氏（北星学園大学　准教授）
●対象　興味のある方どなたでも　 
●定員　120人　●参加料　無料（ご
希望により託児を用意いたします。ご
希望の方は10月7日（金）までお申し込
みください。）　●共催　暮らしいきい
きフォーラム実行委員会、網走市教育
委員会　●申し込み・問い合わせ　社
会教育課生涯学習係

網走はなます女声合唱団

女声団員総勢26名で
歌います。
●とき　10月８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　「からっぽ、サラリ」ほか
●入場料　無料　●問い合わせ　社会
教育課生涯学習係

クラリネットアンサンブル奏楽
～ｓｏｌａ～

０才から楽しんで
参加できるコン
サートです。
●とき　10月16日
（日） ▼午前10時
30分～ 11時15分
●ところ　エコーセンター2000 ▼ア 
トリウムロビー　●曲目「マル・マル・
モリ・モリ！」ほか　●入場料　無料
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
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