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網走市立美術館友の会
第８回『年賀状コンクール』

●募集期間　平成24年１月１日（日）
～ 15日（日）●応募資格　友の会会員
または網走市民　●規格　年賀ハガ 
キまたはハガキサイズの画用紙など  
●応募内容 絵画・版画・絵手紙俳句・
写真・書などジャンルは問いませんが
オリジナルのもの（作品は返却しませ
ん） ●応募方法　住所・氏名・電話番
号・学校学年を明記の上、郵送または
美術館ポストに直接投函（事務室への
持参可） ▼宛先：〒093-0016 網走市南
６条西１丁目　網走市立美術館『友の
会年賀状コンクール』係　●展示期間 
１月18日（水）～31日（火） ▼美術館ロ
ビー　●表彰 大賞１名、準大賞２名、
佳作５名　※受賞者には電話にてご連
絡します。 ▼２月19日（日） ▼午前10
時～ 美術館にて表彰

jet Melody House 潮見教室

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

12月の休館日　12月５日（月）、12
日（月）、19日（月）、23日（金・祝）、
26日（月）、31日（土）～１月５日
（木） ▼年末年始休館

古写真で見る網走の今昔

網走の昔の写真を見ながら、当時の
歴史を学びます。
●とき　12月９日（金） ▼午後７時～
８時　●ところ　郷土博物館 ▼特別展
室　●雨天　開催します。　●参加料
無料　●申し込み　前日までに博物館

総勢10名の幼稚園児と小学生がエ
レクトーン演奏します。
●とき　12月10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　●曲目「ア
ンパンマンのマーチ♪」ほか　●入場
料　無料　●問い合わせ 社会教育課
生涯学習係

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

12月の休館日　12月５日（月）、12
日（月）、19日（月）、23日（金・祝）、
26日（月）、31日（土） ～１月５日
（木） ▼年末年始休館

【企画展】
居串佳一の水彩と素描の世界

●とき　11月19日（土）～ 12月18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
12/10（土）午後２時～３時

第58回写真道展・第29回学生写真道展

●とき　12月24日（土）～ 1月22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）

■作品解説会
●とき　1月15日（日）午前10時～
11時　●会場　当館展示室内　　
●参加料　観覧料のみかかります。
●解説者　佐々木 砂宗氏

ラヤソン シェイン ～Yuletide～

●とき　12月24日（土）～ 1月22日
（日） ▼午前９時～午後５時　●と
ころ　網走市立美術館 ▼第１展示室
●観覧料　無料

募  集

皆既月食観測会

月が地球の影に隠れてしまう現象「皆
既月食」が起こります。徐々に赤く、
暗くなっていく月を観測します。
●とき　12月10日（土） ▼午後９時
30分～11時30分　●ところ　郷土博
物館前庭　●雨天　館内で学習会を
行います。　●参加料　無料　●持ち
物　冷え込みます。真冬の暖かい服
装をお勧めします。　●申し込み　当
日、会場で受け付けます。

　  図書館から
Tel 43－2426　Fax 45－2792

12月の休館日　12月５日（月）、12
日（月）、19日（月）、26日（月）、30
日（金） ▼図書整理　
31日（土）～ 1月５日（水）

▼年末年始休館

今月の展示棚

□ 新しい年にむかって　
□ 冬休みにおすすめ
　　 ▼12月１日(木) ～ 29日(木) 
２階地方資料コーナー    
□ 網走文学散歩　
　　 ▼12月１日(木) ～ 29日(木)

読み聞かせ会

●とき　毎週土曜日
（12月３日・10日・
17日・24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　３日：声の図書館そよかぜ

▼10日・24日：読み聞かせ会ハイジ

▼17日：人形劇団たんぽぽ

●とき　12月28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：12月14日 ▼午前10
時～午後３時（昼食時間を除く）28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

冬のお楽しみ会

たのしいおはなしたくさんです！赤
ちゃんから参加できます。
●とき　12月22日（木） ▼午後２時
～　●ところ　図書館 ▼１階えほん
のもり　●内容　クリスマスのおはな
しやパネルシアターなど　●対象　幼
児、小学生（低学年）
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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。
◆年末年始休館日のお知らせ◆
12月31日（土）～１月５日（木）です。

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。

大友さんの 「パステルアート教室」

基本的な技術を学び、実際にクリス
マスツリーを描いてみます。
●とき　12月13日（火） ▼午前10時
～正午　●ところ　エコーセンター
2000 ▼３階研修室Ａ　●対象　一般
●定員　８人　●教材費　1,000円
※額縁を希望される方は1,200円で斡
旋します。　●講師　大友　裕美さん
●持ち物　作品を持ち帰る袋　●申し
込み・問い合わせ　12月４日（日）午後
５時までに社会教育課生涯学習係※定
員を超えた場合は抽選します。▼ＦＡ
Ｘ可

おとなのための科学講座
「日食・月食のひみつ」

12月10日（土）に全国的に見られる皆
既日食が起こります。なぜ起こるのか、
みえるのかをわかりやすく紹介します。
●とき　①12月８日（木） ▼午後７
時30分～９時30分　②12月９日（金）

▼午後２時～４時※都合の良い日程 
にお申し込みください。内容は両日と
も同じです。　●ところ　エコーセン
ター2000 ▼ ３階視聴覚室　●講師
林 秀明さん（網走・科学の会）　●定
員　30人　●対象　小学生高学年以
上　●教材費　無料　●締め切り　
12月５日（月）まで。※定員を超えた場
合は抽選します。　●申し込み・問い
合わせ　社会教育課生涯学習係

網走市民
てづくりすと講座

オホーツク文化・交流センターでは、
市民が鑑賞したい芸術文化事業を自ら
企画提案してもらい、選考委員会で選
考し、次年度の公演を決定しています。
●対象となる公演　市民に優れた芸術
文化の機会を提供するため、公演者は
プロおよびそれに順ずるもので、芸術
性が高いこと。　●応募資格　市民グ
ループおよび市内で活動する文化団体
で、次の応募条件を満たしていること。
●応募条件　①網走市の芸術文化の
振興に寄与し、市民に優れた芸術文
化の鑑賞機会を提供しようとするもの。
②企画した公演事業を実施から完了
まで、オホーツク・文化交流センター
と協力して行うことができること。
③実行委員会などを組織して事業の
宣伝、入場券の販売等に積極的に参
加できること。 ④受付、会場整理など、
公演当日の業務に協力できること。　
⑤公演にかかる事業経費は、オホーツ
ク・文化交流センターが主催事業とし
て支出しますので、公演経費の内訳等
を明記できること。　●応募方法　オ
ホーツク・文化交流センター事務室に
備え付けの応募用紙に必要事項を記載

平成23年度 
オホーツク・文化交流センター 芸術文化事業

募集しています

上原さんの 
「プリザーブドフラワー教室」

金の模様の入った黒
陶器に、鮮やかな赤
のバラ・白い小菊・
みやこ松等を使って、
玄関やお部屋に飾り新年を迎えるの
に相応しい輝きと喜びを表現します。
●とき　12月11日（日） ▼午後１時～
３時　●ところ　エコーセンター2000

▼３階学習室Ｃ　●対象　一般
●定員　10人　●教材費　2,500円
●講師　上原　純子さん　●持ち物
作品を持ち帰る袋　●申し込み・問い
合わせ　12月４日（日）午後５時まで

に社会教育課生涯学習係※定員を超え
た場合は抽選します。 ▼ＦＡＸ可

し、提出してください。　●募集期限
平成24年１月31日（火曜日）　
●選考委員会　提出していただいた企
画は、「網走市芸術文化公演事業選考委
員会」で審査・選考します。（企画提案
者には、選考委員会開催時に企画内容
を説明して頂きます）　●申し込み・
問い合わせ　オホーツク・文化交流セ
ンター内 社会教育課 生涯学習係

網走市民まなびすと講座

来年の芸術文化事業
公演企画を募集します！

みんなでチャレラン！
お昼ごはんはナンとカレー！

網走市子ども大会2011

「チャレラン」は「チャレンジラン
キング」の略で、色々な遊びの記録
に挑戦するものです。参加料無料、
当日受付で市内の子どもならどなた
でも参加できます。
●とき　12月４日（日） ▼午前10時30
分～午後２時　※受付　午前10時～
●ところ　エコーセンター2000 ▼２
階大会議室　●対象　市内の子ども
（幼児は保護者同伴）　●申し込み　当
日受付 ●参加料　無料　●内容　詳
しい内容については、学校で配付され
るチラシをご覧ください。 ●問い合わ
せ　 エコーセンター2000 ▼網走市子
ども会育成連合会事務局 ☎43-3705

川畠　成道
ヴァイオリン・リサイタル

あの英国チャールズ皇太子
主催リサイタルに招待され、
邦人アーティストとして唯
一演奏し、好評価を得た
国際的バイオリニストが網
走で演奏します。
●とき　12月16日（金） ▼午後７時
（開場 午後６時30分）●ところ　エ
コーセンター 2000 ▼エコーホール
●入場料　一般3,500円（当日券500
円増）※未就学児の入場はご遠慮願い
ます。※前売り券が完売の場合、当日
券はありません。●曲目　「アヴェ・
マリア」ほか　●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●
主催　オホーツク・文化交流センター
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
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