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対面朗読サービス日
●とき　11月11日（水）・25日（水） ▼午
前10時～午後３時（昼食時間を除く）　
●ところ　図書館 ▼２階対面朗読室
●申込先　前日までに図書館図書係

             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。

 

□　文学賞特集

　　11月１日（日）～15日（日）
□　すぐ読める本

　　11月17日（火）～29日（日）
□　ながいあいだにんきのおはなし

　　11月１日（日）～29日（日）
□　農大とあばしり

　　２階地方資料コーナー

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

今月の休館日　11月２日（月）、９日
（月）、16日（月）、30日（月）
＊臨時開館日　11月３日（火・文化
の日）、23日（月・勤労感謝の日）

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

今月の休館日　11月２日（月）、３日
（火・祝）、９日（月）、16日（月）、23
日（月・祝）、30日（月）

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

読み聞かせ会

今月の休館日　11月２日（月）、９日
（月）、16日（月）、23日（月）、27日（金）、

▼月末整理　30日（月）
＊祝日開館します
11月３日（火・文化の日） ▼開館時
間　午前９時30分～午後５時

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　11月７日・14日・21日・28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 
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

　  　　総合体育館
　  　　市民プールから
Tel 43－3647　Fax 43－3550

今月の休館日　11月２日（月）、９日
（月）、16日（月）、24日（火・振替休 
館）、30日（月）

市民プール終了のお知らせ

工事のため11月３日（火）午後５時を
もって今シーズンの営業を
終了いたします。

企画展－シリーズ北を描く2009－

『北の日本画・新たなる萌芽』
北海道内に在住し、新
たな日本画に挑戦する
３名の日本画家の作品
を紹介いたします。
●とき　10月24日（土）
～ 11月29日（日） ▼午
前９時～午後５時
●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）

［関連事業］－出品作家によるギャラリートーク
●と　き　11月15日（日）午前10時
●ところ　展示会場内
●ゲスト　 朝地信介氏、羽子田龍也氏
　　　　　平向功一氏

スライドで見る網走の今昔
網走の昔の姿をスライドで上映し、解
説します。
●とき　11月６日（金） ▼午後７時～ 
８時 ▼雨天決行　●ところ　郷土博
物館 ▼特別展示室　●定員　25名　
●参加料　無料　●申込先　前日まで
に博物館までお申し込みください。

月、木星、秋の星座を見る会
月と太陽系最大の惑星である木星、ア
ンドロメダ大星雲がある秋の星空を観
測します。
●とき　11月20日（金） ▼午後６時～
７時　●ところ　郷土博物館 ▼前庭
●雨天時　館内で天体学習会を行いま
す　●定員　なし　●参加料　無料 
●申込先　当日会場で受付けます。開
催時間中、参加、帰宅は自由です。

 

　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

今月の休館日　11月９日（月）、16日
 （月）、24日（火・振替休館）、30日（月）
●開館時間　午前９時30分～午後 
４時30分

◆ 芸術文化週間 ◆

［期　間］11月1日（日）～７日（土）
　期間中は常設展示観覧が無料です。

はくぶつかん祭り 芸術文化週間事業

●とき　11月３日（火・祝） ▼午前11
時～午後２時　●ところ　北方民族博
物館　●内容　サケ鍋やいも団子試食
コーナー、モンゴルの衣装体験コーナ 
ー、北方のあそび体験コーナー　●参
加料　無料（一部有料のものあり）

企画展

カムチャツカ先住民調査の10年

当館学芸員による10年にわたるカム
チャツカ調査の成果を紹介します。
●とき　10月31日（土）～12月13日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼ロビー
●参加料　無料

企画展解説ギャラリートーク

●とき　11月１日（日）
　　　　① 午前11時～ 11時30分
　　　　② 午後３時～３時30分
●案内　渡部　裕（当館学芸主幹）
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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。

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致します。

成人式のお知らせ

 2009 あばしり
  　まなび塾フェスティバル

加々見さんの　

花と遊んで迎えるクリスマスとお正月

網走市民
てづくりすと講座

網走市民まなびすと講座
・ 定員を超えた場合は抽選となります。
結果は申込み締切後、ハガキなどで
ご連絡いたします。

＊＊＊＊ おとなのための科学講座 ＊＊＊＊

　～鉄の船はなぜ浮かぶ？　
　　アルキメデスの原理～
家庭にある野菜など身の回りにあるも
のを使いながら、鉄の船が浮かぶ原理、
アルキメデスの原理について学びます。
本当に鉄の船が水に浮かぶかな？
●とき　11月26日（木） ▼ 午後６時30 
分～８時　●ところ　エコーセンター
2000 ▼ ３階研修室Ａ　●定員　20名 
●対象　中学生以上　●教材費　無料
●講師　石原邦彦さん（網走市立呼人
中学校教頭）　●申込・問合先　11月
19日（木）までに社会教育課生涯学習係

身近にある器や花を使って、いけ花を
楽しみます。
●とき　全６回：11月11日（水）、18日
（水）、25日（水）、12月９日（水）、16日
（水）、26日（土） ▼午後１時30分～３時
30分　●ところ エコーセンター 2000

▼ １階児童学習室Ａ　●対象　市民 

●定員  10名 ▼定員を超えた場合は 
抽選。結果は申込み締切後ハガキなど
でご連絡いたします　●講師 加々見
春江さん ●教材費　3,000円＋お正 
月花時価 ●持ち物  花鋏、タオル、ノ 
ート、新聞紙　●申込・問合先　11月４
日（水）午後５時までに社会教育課生涯
学習係

宮本笑里ヴァイオリンリサイタル
今  最も輝いているヴァイオリニスト

彼女が奏でているのは、ＮＨＫ大河ド
ラマ「天地人」紀行テーマや、ＴＢＳ系
テレビ「ＴＨＥ世界遺産」メインテーマ。
●とき　12月16日（水） ▼午後６時30分
開演　●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（当日券2,500円）、高校生以下
1,500円（当日券2,000円）　●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 ●問合先  社会教育課生涯学習係

11月23日（月・祝）は、エコーセンター
９回目の誕生日です。市民の誰もがい
つでも楽しく学べるためのきっかけ、
ステップアップの場として成長中です。
エコーセンター 2000を生涯学習の
テーマパークに！家族や友だちと一緒
に体験しよう！ラストにはクリスマス
ツリーの点灯式があるよ。
●と き　11月23日（月・祝日）
　　　　 ▼午前10時～午後５時
●ところ エコーセンター 2000 ▼全館

【アトリウムロビーの催し物】
Ｋ３ダンスカンパニー、わくわくサイ
エンスショー、ガールスカウトのみん
なスカウト
【わくわく体験広場】
LET’Sフラダンス（女性学級ひまわり）、
漢検・数検Ｑさまクイズ（わくわく塾）、
ガールスカウトのみんなスカウト！
（ガールスカウト）、親子で学ぶ科学の
ふしぎ（網走市子どもフェスティバル
実行委員会）、似顔絵コーナー（みや
まひろお）、クッキーづくり（網走市
手をつなぐ育成会）
【伝統体験・異文化体験広場】
野点抹茶体験（和）、ネパール文化を
どうぞ！（ビスターレビスターレ）、
カナダ・ツリーを作ろう！（ポートア
ルバーニ・ファンクラブ）、切り絵で
文様づくり（北方民族博物館）
【あばしりの広場】
網走ならでは「クジラ汁・クジラ串カ
ツ」（下道水産）、経済感覚を養おう「子
どもフリーマーケット」（網走市社会
教育施設審議会）
【ものづくりの広場】
エコチャンバラワークショップ（エコ
チャンバラ協会網走支部）、おりがみ
であそぼ！（パピロフレンズあばしり）、
ペットボトル万華鏡づくり（アートユ
ニオン・オコック）、エミューの卵殻
をつかった小物入れ作り（東京農大バ
イオインダストリー）
※内容は予定です。変更の場合もあり
ますのでご了承ください。

網走市では成人式を次のとおり行いま
す。当日はお気軽にご参加ください。
●とき　平成22年１月10日（日） ▼ 午
後１時～２時30分　●ところ　エコー
センター 2000　●内容　記念式典、交
流会　●対象者　平成元年４月２日か
ら平成２年４月１日までに生まれた方
●案内状　上記対象者で網走市に在住
し、住民基本台帳に登録されている方
には12月下旬に案内状を発送します。
住民登録を市外に移された方は当日会
場で受け付けます ▼12月９日（水）ま
でにご連絡をいただいた方には案内状
を送付します。

<<<新成人代表者募集>>>
成人式当日、新成人を代表して「誓い
のことば」、「記念品受領」を行ってく
ださる方を募集します。一生に一度の
成人式で、記念にいかがでしょうか。
●募集　「誓いのことば」･･･１名
　　　　「記念品受領」　　･･･１名
●締切　12月４日（金） ▼その他詳細に
ついてはお問い合わせ下さい　●申
込・問合先　社会教育課生涯学習係


