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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。

募 集
新婦人ストレッチ
・エアロビクスサークル 

秋のオホーツク星空への招待

　  総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　９月７日（月）、14日
（月）、24日（木）、28日（月）

10月のスポーツ教室

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889
●開館時間　午前９時～午後５時
●今月の休館日はありません。

ペガスス座・カシオペア座・アンドロ
メダ座などの秋の星座を観測します。
●とき　９月25日（金） ▼午後７時～
10時 ▼雨天中止　●ところ　小清水原
生花園展望台　●参加料　無料　●申
込先　当日会場にて受付

網走の史跡めぐり
大曲洞窟など大曲周辺の史跡をめぐり
ます。
●とき　９月27日（日） ▼午前10時～　
正午 ▼雨天中止　●ところ　大曲地区

▼博物館集合　●参加料　無料　●定
員　25名　●申込先　９月25日（金）
までに博物館にお申込みください。

網走市民プール臨時休館
ボイラー性能検査定期点検のため臨時
休館します。
●期間 ９月５日（土）～８日（火） ▼午
後１時まで ▼午後１時より通常営業

市民バドミントン教室
　　　　　　　●とき 10月１日（木）
　　　　　　　　２日（金）、８日（木）
　　　　　　　　９日（金）、15日（木）
16日（金）計６回 ▼ 午後７時～９時 
●ところ　総合体育館 ▼ アリーナ 
●対象　高校生以上の網走市民　●定
員　20名 ▼定員になり次第締切りま
す ●募集期間　９月16日（水）～ 25日
（金） ▼受付時間　火～土：午前９時
～午後９時。日・祝日・土：午前９時
～午後４時30分　●参加料　2,000円 
●内容　基礎練習とゲーム　●申込 
参加料を添えて総合体育館まで ▼申
込終了後キャンセルの場合参加料はお
返しできません

アイヌ文化講習会 ＊道民カレッジ連携講座
 木彫り入門～アイヌ文様を彫る

彫刻刀を使って表札大の板にアイヌ文
様を彫刻します。
●とき　９月５日（土）午後１時30分～
３時　●ところ　北方民族博物館講堂
●参加料　500円（保険料・教材費）　
●対象　小学校高学年～一般　●定員
30名　●持ち物　作業しやすい服装、
軍手　●講師　西田正男氏・床明氏（阿
寒アイヌ工芸協同組合）

 講 座  北方領土の自然と人びと
 ＊道民カレッジ連携講座　

・「北方領土における自然生態系の変化
 ～その現状と問題点」　　
　講師：東京農業大学講師 小林 万里 氏
・「ヤミ経済からの脱却
　　　～知床世界遺産の拡張構想」
　講師：NPO法人北の海の動物センター
 　　　　　　　　  理事 本間 浩昭 氏
●とき　９月26日（土）午後１時30分
～４時30分　●ところ　北方民族博物
館講堂　●聴講料　無料

週1回、インストラクターの指導のもと
に、音楽に合わせて楽しくレッスンして
います。ダイエット、肩こりや腰痛対策
など目的は様々です。いつでも無料体
験を受け付けています。
☆エアロビクス　●練習日　毎週木曜

日 ▼ 午前10時～11時　●場所　エコ 
ーセンター 2000 ▼１階リハーサル室
☆ストレッチ　●練習日　毎週木曜日

▼午前11時30分～午後１時　●場所 
潮見コミュニティセンター ●会費　
月2,800円 ●問合先　新婦人事務所
（☎43-6744） 長澤さん（☎44-1247）

合唱団あばしり 
年齢層の広い混声合唱団で、月に1度東
京芸大非常勤講師・声楽家の谷篤先生を
招き、先生が編曲した曲を多く歌います。
●練習日　毎週火曜日 ▼午後７時～ 
９時　●練習場所　第1・４火曜 ▼ペテ
ロ教会。第２・３火曜 ▼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）

どり～む・くっきんぐ
エスニック料理 
家庭で簡単にできるエスニック料理
（チヂミ）、ビビンバづくりです。
●とき ９月25日（金） ▼午前10時～午
後１時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼クッキング室  ●定員 15名　●
参加料1,000円　●問合・連絡先　山
田さん（☎44-5183）、佐々木さん（☎
090-8372-7372）

わくわく塾
数学検定の団体受検 
自主学習サークルわくわく塾では、日
本数学検定協会の団体受検をおこない
ます。一緒に受けませんか。
●とき　10月３日（土） ▼午前９時～
正午 ●ところ エコーセンター 2000 ▼

会議室Ａ　●検定級　数学検定：８級
～準１級。児童数検：６級～１級  ●
受検料 数学検定：5,000 ～ 2,500円。
児童数検：2,000 ～ 1,600円 ▼検定料・
時間は級により異なる ●申込締切　
９月８日（火） ●事前勉強会 ９月１日
（火）・８日（火） ▼午後７時30分～９時
●問合先 菊地さん（☎090-6265-0907）

募 集

募 集

募 集
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　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　９月７日（月）、14日
（月）、28日（月）＊21～23日は臨時開館

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。

シェインさんや管内のALTの先生方、
農大生、おじいちゃん・おばあちゃん
と外国の伝統的な文化ハロウィーンを
楽しもう。今年もいろんな工夫をして
待っています。仮装して来てね！
●とき　10月30日（金） ▼午後６時30分
～８時30分 ●ところ エコーセンタ 
ー 2000 ▼ １階エコーホール ●対象 
市内の小学１～６年生 ●定員 100名

▼定員を超えた場合は抽選し、後日は
がきで連絡します　●参加料　500円
●持ち物　簡単な仮装をしてきてくだ
さい　●申込・問合先　10月１日（木）
午後５時までに社会教育課生涯学習係

▼電話・ＦＡＸ可

現代作家シリーズ2009
「Today's Art Textile 2009」

繊維による表現、
テキスタイルの
現在を全国展開
で紹介している
グループの造形
表現を紹介いたします。
●出品作家　 田中秀穂氏、中川裕孝氏
　　　　　　片平隆行氏など21名
●とき　８月29日（土）～９月27日（日）

●ところ　網走市立美術館 ▼第２展
示室　●観覧料　高校生以上400円、
小･中学生200円（常設展も観覧できま
す。市内小中学生は土曜日無料）

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の休館日　９月７日（月）、14日
（月）、21日（月）、22日（祝）、23日（祝）、
28日（月）、30日（水） ▼月末整理

今月の展示棚

対面朗読サービス日

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（９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　９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
●申込　前日までにお申込みください。

　［食欲の秋到来］

　　９月１日（火）～ 15日（火）
　［老後を考える］

　　９月16日（水）～ 29日（火）
　［のりものだいしゅうごう］

　　９月１日（火）～ 29日（火）
　［網走ロケ地紀行］

　　２階地方資料コーナー

第16回図書館まつり
楽しいイベントが盛り沢山！
【と　き】９月27日(日)
【ところ】網走市立図書館
　　　　 エコーセンター 2000
【問合先】網走市立図書館
□古本市
　とき：午前10時～午後3時
　ところ：中庭（雨天時：アトリウムロビー）
□子どもはいく・たんか大会表彰式
　とき：午後1時30分　ところ：展示室
　作品展示期間：9月26日（土）～ 10月4日（日）

 

□おたのしみ会スペシャル
　～ 人形劇や紙芝居など親子で楽しめる
お話がいっぱい～

　公演：人形劇団「たんぽぽ」
　　　　読み聞かせ会｢ハイジ｣
　とき：午前10時～ 11時15分
　ところ：２階交流室
□劇団風の子北海道＝網走公演＝
　「おはようさよならものがたり」
　とき：午前11時30分～午後0時30分
　ところ：３階学習室
□あばしり学び展（第7回ふるさと学習資料展）
    ～ 網走の歴史や文化を図書館で学びましょう
　ところ：図書館
□「本が泣いているよ！」展
　～ 落書き、動物の噛みあとなど破損した本を

展示し、大切にすることをよびかけます
　ところ：図書館
□布えほん展
　～ 布えほんを手にとってその温かさを感じて
ください

　ところ：図書館
□くじびき遊び
　とき：午前10時～午後３時
　ところ：中庭（雨天時：アトリウムロビー）

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　９月７日（月）、14日
（月）、21日（祝）、22日（祝）、23日（祝）、
28日（月）

博物館特別企画展
能取岬の自然展
能取岬の自然についての特別展を開催
しています。
●とき　８月１日（土）～９月30日（水）
●ところ　郷土博物館　●見学料　入
館料にて観覧できます（大人120円、小
人60円） ▼市内小中学生は土曜日無料

民俗資料収蔵展示施設一般開放
郷土博物館が収集してきた昭和初期か
ら近年までの様々な道具類約6,000点
の収蔵を公開します。
●とき　８月31日（月）～９月６日（日）

▼午前10時～午後４時　●ところ　民
俗資料収蔵展示施設（旧丸万小学校、
実豊193番地の1）　●見学料　無料
●申込先　当日会場にて受付


