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募 集 募 集

ヨガサークル　モク エアロフットセラピー
　　&アクティブヨガサークル

　　　　　　　　　現在ヨガサークル
　　　　　　　　　モクでは、幅広い
　　　　　　　　　年齢層の方がヨガ
　　　　　　　　　のレッスンを受け
ています。ぜひ一度一緒に身体を動か
し、体験してみませんか。
60歳以上の方も大歓迎です。お待ちし
ています。
●練習日　毎週木曜日  ▼午後７時～
９時　●活動場所　エコーセンター 

▼リハーサル室　●会費　月 2,500円 
●講師　松橋優子先生　●問合先　中
島さん（☎44-2620） 岡川さん（☎
44-8875）

音楽に合わせて
身体を動かし、
血液循環機能を
向上させ、小さ
なポールを使い
筋力・持久力を
向上、ストレッチで柔軟性を向上させ
ます。
加齢とともに身体の衰えを感じている
方、身体を動かしたいけれど・・・、
と悩んでいないで一度体験に来てみま
せんか！
私たちのサークルは40歳以上の中高年
対象のサークルです。60歳以上の方も
お気軽にご参加ください。
●活動日　毎週火曜日 ▼午後１時30
分～３時　●ところ　エコーセンター
１階　音楽練習室　●指導　吉村夕夏
さん●会費　月2,000円 ●持ち物　バ
スタオル、タオル、運動靴、飲料水　
●問合先　事務局　藤田さん（☎44- 
7432）

・軽快な音楽に乗って楽しく運動する
エアロビクスダンス＆身体機能改善、
筋力アップに効果のあるスモールエク
ササイズ
・身体と心の浄化に働きかけるアク
ティブヨガ＆東洋のツボ経絡療法、西
洋のリフレクソロジーを融合したアロ
マオイルを使用し、自分で自分の足を
施術するフットセラピー。
●練習日　毎週金曜日 ▼午後７時15
分～　●ところ　エコーセンター 2000

▼１階音楽練習室　●講師　三上早苗
さん　●会費　月2,000円　●問合先
姫野さん（☎44-7239）

「リラックス健康体操」の名を改め、 
「調息整体体操・リラックス」として
新会員を募集しています。
●練習日　毎週金曜日 ▼午前10時～
正午　●ところ　エコーセンター 2000

▼１階リハーサル室　●講師　黒渕
佳代子さん　●体験料　500円　
●申込先　黒渕さん（☎48-2288 ／
090-2812-5846）

幅広い年代層のいる混成合唱団です。
声楽家で東京芸術大学の講師をされて
いる谷篤先生が混成３部に編曲してく
ださった曲を多く歌っています。また、
毎月１回、谷先生をお呼びしてレッス

ンを受けていま
す。音楽のエピ
ソードや、目か
らうろこの話な
ども聞けること
が出来てとても
楽しいレッスン
です。いつでも入会ＯＫ。私たちと一
緒に歌ってみませんか？
●練習日　毎週火曜日　 ▼午後７時～
９時　●活動場所　第１・４火曜日 ▼

ペテロ教会。第２・３火曜日　 ▼エ
コーセンター 2000　 ▼１階音楽練習
室　●会費　月2,500円　●問合先　
穴沢さん☎ 090-6214-2814（午後６時
以降お電話ください）

不景気もどこ吹く風よ　花縁人気はう
なぎ昇り。網走は花縁を離さない、花
縁は網走から離れられない。
●とき　７月12日（日） ▼午後６時
開場、午後６時30分開演　●ところ　
エコーセンター 2000 ▼１階エコーホ
ール　●入場料　全席自由前売 2,000 
円　 ▼当日2,500円　●チケット販売
さかなの金川、寿しの福尚、シューズ
のキタノ、エコーセンター 2000
●問合先　さかなの金川（☎43-2927）、
寿しの福尚（☎44-3810）、シューズの
キタノ（☎43-2050）

ソフトエアロビクス&
　スモールボールエクササイズ

“Ｊｏｙ”

募 集

調息整体体操・リラックス

募 集

合唱団 あ ば し り

募 集

独 演 会
柳家花縁 風流独演会

～ お 願 い ～
エコーだより「まちの元気！」に掲載さ

れた各イベント、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（エコーセンター 2000内）☎

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します。
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西村幹也氏撮影の写真によって、モン
ゴル国西部・バヤンウルギー県の自然
とそこに住むカザフ民族の生活を紹介
します。
●とき　６月２日（火）～６月24日（水）
●ところ　北方民族博物館　●観覧　
無料

モンゴル西部の自然や、そこに暮らす
民族カザフのひとびとの生活・文化に
ついて、写真の解説をしながら紹介し
ます。 

（＊道民カレッジ連携講座）
●とき　６月７日(日)午後１時30分～
３時　●ところ　北方民族博物館　●
参加料　無料　●対象　一般　●講師
西村幹也氏（NPO法人しゃがぁ理事長）

トナカイの遊牧について、その歴史や
地域的特徴、各地の現状を紹介します。

（＊道民カレッジ連携講座）
●とき　６月21日（日） ▼ 午後１時30
分～３時　●ところ　
北方民族博物館　●
参加料　無料　●対
象　一般　●講師　
中田　篤さん
（当館学芸員）

はくぶつかんクラブ

「遊牧と鷹狩りの高原に生きる
　～西モンゴル・カザフ写真展」

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。 　　　　　　　　　ふわふわの羊毛を

　　　　　　　　　使って、モンゴル
　　　　　　　　　風文様入りコース
　　　　　　　　　ターを作ります。
●とき　６月20日（土） ▼ 午前10時～
11時30分　●ところ　北方民族博物館
●対象　小中学生　●定員　20名　●
持ち物　エプロン、手ふきタオル

  「カムチャッカ直伝の
　　サケハンバーグをつくる」
●とき　６月13日（土） ▼午前10時～
午後１時30分　●ところ　道立常呂少
年自然の家(北見市常呂町栄浦365)　
●申込・問合先　☎0152-54-2584　

●６月１日（月）、８日（月）、15日（月）、
22日（月）、29日（月）

●とき　６月９日（火）～ 14日（日） ▼

午前９時～午後10時（初日は午後１時
から、最終日の14日は午後５時まで）
●ところ　エコーセンター 2000 ▼１
階エコーホール　●入場料　無料　●
問合先　（社）日本盆栽協会網走支部 
加藤さん ☎090-3119-1410

●とき　６月27日（土）～ 28(日)　●
ところ　エコーセンター 2000 ▼１階
展示室　●入場料　無料　●問合先　
小笠原流網走支部　大野さん　☎45- 
0770

●とき　６月16日（火） ▼開場：正午

▼開演：午後１時　●ところ　エコー
センター 2000 ▼１階　エコーホール
●入場料　無料　●問合先　網走社会
福祉協議会　須磨さん　☎43-2472

●とき　６月20日（土） ▼開場 午後
６時 ▼開演 午後６時30分～９時　●
ところ　エコーセンター 2000 ▼１階
エコーホール　●入場料　500円

ギャラリートーク

「シベリアのトナカイ遊牧民：
　現代の生活と地球温暖化の影響」

学芸員講座①

フェルトでつくる
　　　モンゴル風コースター

（財）小笠原流網走支部
花の輪 人の輪 みんなの花展

常呂少年自然の家合同イベント

北方民族博物館の休館日

エコーだより

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。

（社）日本盆栽協会北海道支部連合
盆  栽  展  示  会

網走市老人クラブ連合会 
　　  第5回 芸能発表会

網走社交ダンス同好会
　　親 睦 パ ー テ ィ ー

西 小 公 開 授 業
文化省委託事業

～西小らんらんランゲージ～

外国語活動公開授業
西小学校では、新しく小学校で必修
化される英語の授業を公開します。
５・６年生のコミュニケーション
活動です。希望者はどなたでも参観
できますので、ぜひおいでください。  
当日会場で受付をしています。　

●と　き
　７月３日（金）午後１時20分～
●ところ 
　エコーセンター・大会議室  
●問合先
　市立西小学校 ☎４３－２７１５


