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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。

2011 第４回 オホーツク網走
フィルムフェスティバル～網走から 
映画の力で明日を！絆で未来を！～

̶シリーズ・・・社会教育委員の目̶

⑫知っていますか？社会教育委員

前回の続きになるのですが「大人」って、
どんな人のことをいうのかという事でし
た。質問された人は、身体や年齢から
すると、十分大人と言えるのですが、
明確に答えが言えないことに自分でも
驚いてしまったようです。そうですよね、
青少年の育成だの、子育ての支援だの、
学校教育をどうだのと色々模索はして
いるけど、果たして私達は大人だって
胸を張れるのかと、ふと考えるとやは
り疑問です。よく、育成に関わっている
方に聞くことですが、気がつくと逆に学
んでいることが沢山あると言います。
周りに気を使える人、周りの意見に真
摯に向き合える人が大人と言えるのか
なと、私個人としては思います。ずっと
大人になれない人をモラトリアムからぬ
けられないと言われますが、いつまで
たっても誰かをあてにしながらの行動、
言う事は一人前だけど行動が伴わない
人っていますよね・・・。子ども達に胸
を張れる「大人｣を目指したいものです。

 網走市社会教育委員　Ｎさん

募 集

オホーツク地域ゆかりの映画に親し
み、制作者との対談、ロケ地めぐり
などを通して、地域文化の創出とまち
の振興を図ることを目的におこなわ
れ、今年で４回目を迎えます。
●とき　11月19日（土）・11月20日
（日） ▼午前９時～午後10時　●とこ
ろ　エコーセンター2000　●対象　一
般　●入場料　映画鑑賞前売券（２日
間６作品共通券） 1,000円（当日券500
円増）※映画対談・映画教室の参加は
無料 ※未就学児無料　●内容　映画
６作品上映、映画対談、映画教室（映
画監督による映画教室）、ロケ地めぐ
りバスツアー（参加料　2,000円）、映
画交流会 ※詳細はホームページをご
覧ください。　●チケット取扱所 ロ 
ーソンチケットLコード：17763、エコ 
ーセンター2000、北海道オホーツク総
合振興局売店、網走市役所売店、道の
駅 流氷街道網走内網走市観光協会、
フジヤ書店、キタノ靴店ほか　●主催・
問い合わせ　オホーツク網走フィルム
フェスティバル実行委員会　☎44-1363
HP http：//abashiri-filmfes.com

網走友の会「家事家計の講習会」

初めて家計簿をつけた方から良かった
ことについての発表、節電の工夫・取り
組みについて、おかずの紹介などバラン
スのよい食事についての講習会です。
●とき  （＊３回の講習会は同し内容です）
111月17日（木） ▼午前10時～正午

　 ▼エコーセンター2000（３階 視聴覚室）
211月17日（木） ▼午後６時30分～
　８時30分 ▼エコーセンター 2000
　（３階 視聴覚室）　
311月22日（火） ▼午前10時～正午

　 ▼エコーセンター2000（２階 会議室）
●対象　一般市民　●参加料　400円  
●託児料　100円（おやつ付）要予約
●申し込み・問い合わせ　網走友の会
佐々木さん　☎44-2817

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

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　③11月８日（火）「身体へのダ
メージと性暴力」　④11月22日（火）
「モラルハラスメントの傷つき体験」
●ところ　北コミュニティセンター

▼２Ｆ和室４　●定員　各10人程度
●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/

ガールスカウトのみんな集まれ
Fun女子会 －少女が力をつければ世界
を変えられる－

自主学習サークルわくわく塾
数学検定

自主学習サークルわくわく塾では数学
検定（日本数学検定協会）の団体受験
をおこないます。皆さんも一緒に生涯
学習の一環や脳トレとして数学検定に
チャレンジしてみませんか。
●とき　12月３日（土） ▼午後１時～
５時　●ところ　エコーセンター 2000

▼３階研修室C　●検定級　数学検定
11級～準１級 ※児童数検は数学検定
に統一しました。　●検定料　1,500
円～ 4,500円※級によって異なります。
●締め切り　11月２日（水）　
●問い合わせ　キクチさん　
☎090-6265-0907 ※詳細はお電話で
お問い合わせください。

私たちガールスカウトと一緒に食べ
る・遊ぶ・創るをしませんか。
●とき　11月３日（木・祝） ▼午前９時
30分～午後3時　●ところ　エコ 
ーセンター2000 ▼１階クッキング室（集
合場所）●対象　小学生（女子）　●
参加料　300円　●持ち物　エプロン、
筆記用具、上靴、ふきん　●内容「エ
コすし作りにチャレンジ」など　●締
め切り・問い合わせ　11月２日（水）
山内さん　☎43-3598（FAX可）
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社会教育各施設からの
情報です。

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

11月の休館日
7日（月）～10日（木）、14日（月）
21日（月）、28日（月）
臨時休館（全館展示替え実施）
８日（火）～ 10日（木）

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

11月の休館日
14日（月）、21日（月）、28日（月）
開館時間　
午前９時30分～午後４時30分

【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
■当館学芸員による作品解説会
　11/5（土）午後２時～３時

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

11月の休館日
7日（月）、14日（月）21日（月）、
28日（月）、30日（水） ▼図書整理

今月の展示棚

毎月テーマを変えて展示中！ぜひ、
ご覧ください。
● 「ＮＨＫ私の一冊　日本の100冊」
特集　　

　 ▼ 11月１日（火）～15日（火）

読み聞かせ会

毎週土曜日、読み聞かせ会を行って
います。みなさん来てね。
●とき　毎週土曜日
（11月５・12・19・
26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　

▼５日：声の図書館そよかぜ　

▼12日・26日：読み聞かせ会ハイジ

▼19日：人形劇団たんぽぽ

●とき　11月16日（水） ▼午前10時
～ 10時30分 ※毎月第４水曜日の開
催ですが11月23日は祝日のため。　
●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

対面朗読サービス日

●とき　11月9日（水） ▼午前10時～
午後３時（ただし、昼食時間を除く）、
●ところ　図書館 ▼２階対面朗読室
●申し込み　前日までにお申し込み
ください。

● アタマの体操～脳力アップできるか
な～
　 ▼11月16日（水）～ 29日（火）　
●大好き　乗りもの絵本
　 ▼11月１日（火）～ 29日（火）
●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）

●とき　11 月 19 日（土）～12 月 18 日
（日） ▼午前９時～午後５時　※祝
日の11/23（水）は臨時開館します。
●ところ　網走市立美術館 ▼第2展示
室　●観覧料　高校生以上200円、小
中学生100円（常設展も観覧できます。
市内小中学生は土曜日無料）
■当館学芸員による作品解説会
　11/26（土）午後２時～３時
　12/10（土）午後２時～３時

【企画展】
居串佳一の水彩と素描の世界

【常設展】居串佳一　油彩の世界

11 月 11 日（金）からご覧いただきま
す。

◆ 芸術文化週間 ◆

［期　間］ 11月1日（火）～７日（月）
期間中は常設展示観覧が無料です。

第３回はくぶつかんまつり

11月３日（木・祝）　衣食住をテーマに、
衣服体験やゲームコーナー、試食コー
ナーなどが登場します。

【企画展】
原ひろ子写真展　カナダ・極北の
先住民 －半世紀前の記録から－

●とき　11月１日（火）～12月18日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼講堂　
●観覧料　無料

【講座】　狩猟採集民から学ぶこ
と－カナダ・極北の先住民の
文化と社会－

狩猟採集文化から学ぶべき点、現代
の日本に欠けている点をカナダ先住民
の生活や文化を通して紹介します。
●とき　11月６日（日）午前10時～11
時30分　●ところ　北方民族博物館

▼講堂　●講師　原 ひろ子氏（城
西国際大学教授）●参加料　無料

道民カレッジ連携講座

●とき　11月26日（土） ▼午後１時30
分～３時　●ところ　北方民族博物
館 ▼講堂　●講師　角 達之助（当館
学芸員）●参加料　無料

【講座】
オホーツク文化の終わり頃

道民カレッジ連携講座
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