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社会福祉学科授業「地域福祉論」（塩
野敬祐 教授）●内容 共生の時代　他
全13講座　●対象　一般　●定員　30
名程度（５名未満の場合は講座を中止。
定員を超えた場合は抽選）●受講料 
7,000円（単位取得希望者は40,000円）

▼ 教科書は別途購入（2,310円）  ● 
学習方法　テレビ会議システムで互い
の会場を映しながらリアルタイムで授
業を受けます　●申込・問合先　９月
15日（火）までに社会教育課生涯学習係

　思 う は 招 く
～夢があればなんでもできる～

参加者募集「親と子のふれあい教室 ２期」
うちの子は「寝るのが遅い」「好き嫌いが多い」「友達と上手に遊べ
ない」などいろいろ一人で悩んでいませんか？この教室は、各分野の
専門家からアドバイスをいただき健やかなお子さんの成長を願う子育
て支援教室です。お母さん仲間がほしい方も是非ご参加ください。
●とき　10月６日（火）～16日（金）全４回 ▼午前10時～11時30分 ▼午
前９時30分から受付　●ところ　エコーセンター2000 ▼３階学習
室、視聴覚室など　●対象　概ね１歳半～３歳児と親 ▼託児つき(事
前申込み)　●参加料　無料　●定員　15組 ▼先着順　●持ち物
大きめのバスタオル、オムツ、飲み物等　●申込・問合先　９月30日
（水）までに、エコーセンター2000内社会教育課生涯学習係へ電話
でお申込みください。

第１回 10月６日(火) 第２回 10月９日(金)
『ひとりでできるかな！』
自立に向けてのしつけについて
～スプーンから箸へ　　　
   吉岡美代さん(潮見保育園長)

『心すくすく生活リズム』
朝食、就寝時間などの生活リズムと
心身の成長について　　　 　　

保健センター保健師

第３回 10月1３日(火) 第４回 10月1６日(金)

『食べることって楽しい』
食の栄養面、摂取方法などについて
保健センター管理栄養士

『いっしょにあそぼ』
親子遊び、体操、子どもの社会性について
石山順子さん(元子育て支援センター)

北海道から宇宙を目指す！
“そんなことできるわけない”
なんていう大人たちをひっくり返すこ
とを目指して突っ走る。
●とき　９月13日（日） ▼午前９時20分
～ 10時50分 ●ところ　エコーセンター
2000 ▼エコーホール　●対象　家庭教
育に関心のある方  ●参加料　無料
（託児事前申込必要）　●締切　９月11
日（金）午後４時まで  ●講師　植松努
氏（㈱植松電機専務取締役）　●申込・
問合先　社会教育課生涯学習係

宇宙教育指導者セミナー

宇宙教育とは、人や自然とのかかわり
の中で「いのち」を大切にする心を育
む青少年活動です。セミナーでは、教
育活動を実践するためのヒントを紹介。
●とき　９月12日（土） ▼午前９時30分
～午後５時  ●ところ　エコーセンター
2000 ▼２階大会議室　●内容　宇宙教

育の理念や宇宙開発の最新情報の紹介。
宇宙の基礎知識教材実習他　●講師 
宇宙航空研究開発機構（JAXA）技術参与 
的川泰宣氏他　●対象　市民　●参加
料　無料　●締切　９月９日（水）●
申込・問合先　社会教育課生涯学習係

ロセトクラブ
「コズミックカレッジ」

コズミックカレッジは、宇宙をテーマ
にした科学教育を通して、科学の楽し
さや不思議さに触れ、科学への関心や
探求意欲を喚起し、子どもたちの豊か
な心を育むことが目的。昨年大好評だ 
ったモデルロケットの製作を行います。
●とき ９月13日（日） ▼午後１時30分
～５時  ●ところ　エコーセンター
2000 ▼エコーホール　●内容　モデル
ロケットの製作・打上げ　●対象　小
学校１～６年生（小学１～３年生は保護
者同伴）　●定員　50名　●申込締切
９月３日（木）まで　●その他　詳細は、
市内小学校に案内チラシを配布　●申
込・問合先　社会教育課生涯学習係

歌と朗読とピアノ演奏の公演

「もののけ姫」で一世を風靡した米良
美一が歌い、詩人谷川俊太郎、演奏家
谷川賢作親子が繰り広げる新たな空間。
●とき ９月２日（水） ▼午後７時開演
●ところ エコーセンター 2000 ▼エコ 

ーホール　●チケット　一般3,000円
（当日3,500円）、高校生以下1,500円（当
日2,000円） ▼取扱所　キタノ靴店、ふ
くや楽器、フジヤ書店、市役所売店、
市民会館、ブーランジェリープーブー、
エコーセンター 2000 ●問合先 　社会
教育課生涯学習係

本場アルゼンチンのカンバ・タンゴの
生演奏が、期待の若手バンドネオン奏
者の平田耕治をリーダーとして網走で
実現します。
【演奏者】・バンドネオン：平田 耕治
・ギター 1st：アリエル・ロペス・ルイス
　　 　  2nd：ルーカス・ステリン・ペンセル
・コントラバス：カロリーナ・カハル
・ボーカル：ルース・デ・ビセンソ
●とき　９月18日（金） ▼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　●チケット　一般2,000円（当日
2,500円）、高校生以下1,500円（当日2,000
円） ▼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

平成21年度網走市PTA連合会研究大会
（兼）網走市家庭教育フォーラム
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　　　　　ウィルタ刺しゅう
　　　　　　　 入 門 講 座

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

網走市民
てづくりすと講座

網走友の会の

オホーツクの魚をもっと食卓に

網走市民大学講座受講者募集

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。

・ 「てづくりすと講座」「まなびすと講
座」は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。

今回の料理はホッケづくし。ホッケの
すり身汁、ハンバーグ、ピカタ、野菜
あんかけをつくります。
●とき　９月17日（木） ▼午前10時～正
午　●ところ　エコーセンター 2000

▼ １階クッキング室　●対象　市民
（若い親歓迎）●定員　20名　●教材
費　500円　●講師　網走友の会さん
●持ち物　エプロン、三角巾、筆記用
具　●申込・問合先　９月９日（水）午
後５時までに社会教育課生涯学習係 

▼ＦＡＸ可

岩崎さんの プリザーブドフラワー
　　　　　　　　を使った　鳥かごアレンジ

鳥かごの形をした白いワイヤーのケー
スにプリザーブド加工された赤系のバ
ラ、カーネーション、アジサイなどい
ろいろな色のお花をアレンジします。
●とき　10月３日（土）
【昼 の 部】午後１時～３時
【夕方の部】午後３時～５時
●ところ　エコーセンター 2000 ▼研

修室Ａ　●対象　市民　●定員　各15
名　●教材費　3,000円　●講師　岩
崎聖子さん　●持ち物　作品持ち帰り
用の袋　●申込・問合先　９月24日
（木）午後５時までに社会教育課生涯学
習係 ▼ＦＡＸ可

網走市民まなびすと講座

募集しています

北方少数民族「ウィルタ」の刺しゅう
を体験します。またウィルタ文化への
理解を深めるために資料館「ジャッカ・
ドフニ」の見学も行います。
●とき　９月29日、10月６日、13日、
20日、27日、11月10日 ▼毎週火曜日・
全６回 ▼午前10時～正午　●ところ　
エコーセンター 2000 ▼３階学習室Ａ
● 定 員　15名　 ● 教 材 費　1,500円 
（資料館「ジャッカ・ドフニ」入館料含
む）●講師　フレップ会のみなさん 
●持ち物　筆記用具、まち針、ハサミ、
しつけ糸、チャコペン　●申込・問合
先　９月17日（木）までに社会教育課生
涯学習係 ▼ＦＡＸ可

［＊道民カレッジ連携講座］
■第５講座　９月５日（土）
　「森永卓郎の政治学入門」
　　～こんなニッポンに誰がした～
　　　
　　　　　　　獨協大学教授
　　　　　　　経済アナリスト
　　　　　　　　　　　森永 卓郎 氏
●講演時間 午後３時～４時30分
●会場 エコーセンター 2000大会議室

■第６講座（最終講座） ９月16日（水）
　日常を歌う異彩の音楽家！
　　「半径５メートルをHappyに」

　　　
　　　　　　　　　音楽家
　　　　　　　　　　　秦 万里子 氏
●講演時間 午後６時30分～８時15分

●会場 エコーセンター 2000 エコーホ 
ール　●受講料・受講方法　1講座
1,000円 ▼ エコーセンター 2000 １階 
案内又は２階事務局で整理券を渡して
います。受講料は当日お払いください。
●網走市民大学事務局　エコーセン
ター 2000 （☎43-3705 45-0733）
●受付時間  平日午前９時～午後５時

まなび塾フェスティバル
出展者募集

「まなび塾フェスティバル」は、市民
が日頃取り組んでいる様々な学習や活
動を紹介し、来場する大人や子どもが
体験する場です。フェスティバルに出
展する方や団体が実行委員会を組織し、
企画・運営を行います。出展を希望の
方は事務局までご連絡ください。
●とき　11月23日（月・祝）　●申込締
切　９月11日（金）まで　●申込・問合
先　社会教育課生涯学習係内 まなび
塾フェスティバル事務局

父親の子育て学習会
職場内父親の家庭教育講座

ますます重要になった「父親の家庭教
育への参加」を目指す支援事業として
計画しました。職場・団体・グループ
で子育て学習会を開いてみませんか。
●開催期間　平成22年２月28日（日）まで
●実施機関　網走市教育委員会
●学習内容　家庭教育分野の範囲内で
参加者の希望を考慮します　●講師　
謝礼金は教育委員会が負担します　●
申込　実施希望の２ヶ月前までに申請
書を提出する（申請書は社会教育課に
あります）　●申込・問合先　社会教
育課生涯学習係

遠隔講座
「地域福祉論」受講生募集

東京の淑徳短期大学の後期授業を、テ
レビ会議システムを使って網走で受講
できます。ボランティアや地域活動へ
の参加方法を学んでみませんか。
●とき　９月26日（土）～平成22年１月
30日（土）計15回 ▼祝日、冬休み期間な
どを除く毎週土曜日 ▼午前10時40分 
～ 12時10分 ●ところ エコーセンタ 
ー 2000 ▼３階視聴覚室　●受講科目


