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　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

１月の休館日　１月１日（日）～５ 
日（木） ▼年始休館、９日（月・祝）、
10日（火・祝日振替）、16日（月）、
23日（月）、30日（月）、31日（火）

▼図書整理

今月の展示棚

毎月テーマを変えて展示しています。
●この本知ってた？

●冬のおはなし

▼１月６日（金）～ 29日（日）
●流氷（２階地方資料コーナー）

▼１月６日（金）～ 2月28日（火）

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日：７日・14日・21
日・28日 ▼午後２時～　
●ところ　図書館おはなし室 ▼１階
えほんのもり　●よみて　7日：声の
図書館そよかぜ ▼14日・28日：読み
聞かせ会ハイジ ▼ 21日：人形劇団た
んぽぽ

●とき　１月25日（水） ▼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

対面朗読サービス日

●とき　水曜日：１月11日 ▼午前10
時～午後３時（ただし、昼食時間を除
く）、25日 ▼午前10時～正午　●と
ころ　図書館 ▼２階対面朗読室　
●申し込み　前日までに図書館図書係

「漫画家の宝庫 -トキワ荘-と
手塚治虫」 特集

手塚治虫さんの命日である２月９日に
あわせて、漫画本や自叙伝、トキワ荘
に関連する本を展示・貸出します。
●とき　～２月12日（日）
●ところ　図書館 ▼1階特設スペー
ス（カウンター前）

●とき １月20日（金） ▼午後７時～
８時　●ところ 郷土博物館 ▼特展室 
●定員　25人
●参加料　
無料　●申し
込み　前日ま
でに博物館

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

１月の休館日　１月１日（日）～
５日（木） ▼年始休館、10日（火・
祝日振替）、16日（月）、23日（月）、
30日（月）

１月のスポーツ教室

オホーツクドームの利用調整会議を行
います。平成24年２月１日(水) ～４月
30日(日)までの３ヶ月間、練習及び大
会、イベントについて調整いたします。
利用を希望するチームの代表者は出席
願います。尚、調整は市内のチームを
優先といたします。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　１月19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　網走市総
合体育館、オホーツクドーム ☎
48-3621、オホーツクドーム指定管理者
（株）オピス ☎61-0880

オホーツクドーム
利用調整会議のお知らせ

［申込方法］参加料を
添えて直接総合体育館
にお越しください。
（電話でのお申し込み
はお受けできません）

▼申し込み終了後キャンセルの場合、
参加料はお返しできません。
［申込時間］ ▼火～土曜日：午前９時
～午後９時、日曜日、月曜日、祝日：
午前９時～午後４時30分

初心者スノーボード教室

●とき　１月23日（月）、24日（火）、
25日（水）、26日（木）、27日（金）計５
回 ▼午後６時30分～８時30分　
●ところ　網走レークビュースキー場
●対象　小学１年生以上の網走市民
●定員　20人 ▼定員になり次第締め
切ります。　●参加料　1,000円（保
険料・教材費）●内容　ボードの基
本動作、マナー　●募集期間　１月
11日（水）～ 18日（水）

２０１２
オホーツク歩くスキーの集い

●とき　２月19日（日） ▼午前10時ス
タート ▼午前８時30分～９時30分受
付　●ところ　道立オホーツク公園
「てんとらんど」 ▼集合場所：センタ 
ーハウス　●コース　てんとらんど内
の約７㎞　●参加料　一般1,000円、
高校生以下500円　●用具の貸出　ス
キー用具（スキー・ストック・靴）を
無料で貸し出します。貸出を希望され
る方は参加申込書にご記入ください。
各サイズが無くなり次第終了します。
●締め切り　２月10日（金）　●申込
方法　①体育館内の事務局に参加料を
添えてお申し込みください。もしくは
②参加申込書と参加料を現金書留にて
郵送ください。※詳細についてはお問
い合わせください。
●申し込み・問い合わせ　
総合体育館

網走レークビュースキー場
シーズン券割引について

今シーズンより65歳以上の高齢者に
対する利用割引を行います。
●対象　満65歳以上の網走市民　　
●割引対象リフト券　リフトシーズン
券 ▼割引率　10％（割引前 21,800円 
→割引後 19,620円）　●申し込み 
年齢や住所のわかるもの（保険証、免
許証等）をご持参ください。また、シ 
ーズン券発行には顔写真２枚が必要
です。※詳細は下記へお問い合わせく
ださい。●問い合わせ　㈱オピス　
☎61-0880
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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。

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。

「第25回豊かな心を育てる
 小中学生の意見発表会」

小中学生は何を思い、何を求めてい
るのか！子どもたちの率直な意見を
聴いてください。
●とき　２月４日（土） ▼午後１時
30分～３時30分 ▼午後１時開場　　
●ところ　エコーセンター 2000 ▼エ
コーホール　●内容　市内の小中学生
が豊かな心を育てる運動（あいさつ、
親切、命の大切さ、環境美化、はきも
のをそろえる、やり抜く、勇気、福祉）
に関して、日頃感動したこと、疑問に
思ったこと、将来の希望などを市民の
前で発表します。市内小中学生（各校

朗読サークル 声の教室

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

１月の休館日　１月１日（日）～
５日（木） ▼年始休館、９日（月・祝）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）

モヨロ貝塚の出土遺物説明会

平成15年から５年間にわたって行
われたモヨロ貝塚の発掘で出土した
資料を通して、モヨロ人の生活につ
いてご紹介します。

総勢10名で谷川俊太郎の詩を朗読
します。
●とき １月14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
●演目  「三匹のヤギの
ガラガラドン」ほか　
●入場料　無料　●問い合わせ　社
会教育課生涯学習係

◆年始休館日のお知らせ◆
１月１日（日）～１月５日（木）です。

平成23年度　豊かな心を育てる標語入選作品【あいさつ部門】
市内小中学生から募集した応募総数,2536点の中から入選した30作品について、毎月紹介していきます。

・勇気だし　笑顔で一言　かけてみよう
 網　小　５年　小路谷　泰樹
・あいさつは　いつでもどこでも　だれにでも
 中央小　４年　樫谷　祥季
・あいさつは　心と心を　つなぐ糸
 西　小　３年　佐藤　葉月
・あいさつは　みんなをつなぐ　たからもの
 西　小　５年　草野　結香
・あいさつは　みんなをつなぐ　心の輪
 南　小　５年　千葉　梨花
・ひびいてる　こころにとどく　その言葉
 南　小　６年　岩井　大地
・おはようで　こころのまどを　あけようよ
 東　小　３年　三条　大夢

・あいさつで　こころがぽかぽか　ありがとう
 白鳥台小　１年　酒部　滉都
・くもりでも　あいさつ一つで　晴れになる
 西が丘小　５年　杉山　絢星
・あいさつは　みんなの心に　火をともす
 西が丘小　６年　佐藤　　茜
・素敵だね　皆にあいさつ　出来る人
 第一中　　１年　千田　知香
・印象は　あいさつひとつで　変えられる
 第二中　　１年　明石　皓太
・あいさつで　笑顔あふれる　地域の輪
 第三中　　１年　片平　貫汰
・あいさつで　増える絆と　笑顔の輪 
 第三中　　３年　岩崎　友香

代表１名） ▼計15名　●対象　一般
市民、教育関係者　●入場料　無料
●主催　網走市豊かな心を育てる活動
推進会議　●問い合わせ　網走市豊か
な心を育てる活動推進会議事務局（エ
コーセンター2000内）

「22年度 意見発表会」

網走市寿大学賀寿祝賀会
公開のご案内

網走市寿大学生の中から本年度で喜
寿・傘寿・米寿・卒寿を迎える方々を
お祝いする自治会主催の祝賀会です。
茶道、詩吟、民謡、カラオケ、舞踊な
どのクラブや学生の仲間がアトラクシ 
ョンで賀寿者を祝います。市民の皆さ
んにもたくさんお出でいただきたく、
ご案内いたします。
●とき　２月８日（水） ▼午前10時～
午後２時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼エコーホール　●問い合わせ 
社会教育課生涯学習係

エコーだより「みんなの元気!」では、市民
のみなさんからの様 な々社会教育活動をお知
らせしています。掲載してほしい情報の原稿
締切日は
２月号は12月30日（金）
３月号は１月31日（火）です。
エコーセンター2000内
社会教育課生涯学習係　☎43－3705
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