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イベント情報

日常生活を題材にしたユーモアと哀感
のある独特の笑いの世界をご堪能くだ
さい。

市原ひかりグループ
　　　  Ｊａｚｚ　Ｌｉｖｅ

伊奈かっぺい「ひとりがたり」

平成23年度　オホーツク・文化交流
センター　芸術文化事業

●とき　７月８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2,000円、高校生以下
1,000円（当日券500円増）※未就学
児の入場はご遠慮願います。※車椅子
席は「エコーセンター2000」にお問い
合わせください。※前売り券が完売の
場合、当日券はありません。　●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　●制作　音楽舎ベスト・サポート
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
（エコーセンター2000内）

平成23年度　オホーツク・文化交
流センター　芸術文化事業

スイングジャーナル誌のゴールドディ
スクを受賞した、今注目を集めるトラ
ンペッター。女性的感性の本格的なパ
フォーマンスを是非お聴きください。
●とき　7月14日（木）　 ▼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2,000円　高校生以
下1,000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。  ●チケット取扱所　喫茶ちぱし
り、デリカップ、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　●企画提案　ちぱしり倶楽部　
●問い合わせ　社会教育課生涯学習係
（エコーセンター2000内）

日本詩吟学院岳風会　網走支部
 「詩　吟」
踊翠流剣詩舞鶴双会　網走支部
 「剣詩舞」

総勢30名が詩吟を吟じ、舞を踊ります。
●とき　６月
11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  ●入場料
無料  ●曲目
富士山ほか

動物とふれあおう！

 

子どもたちに動物とふれあう機会を設
け、心豊かな子どもの育成を図ること
を目的に今年も「子どもと動物ふれあ
い事業」を６月～９月まで開催します。
●スケジュール　日曜日：６月19日、
26日、７月10日、24日、８月14日、 
28日、９月11日、25日
月曜日（祝日）：7月18日、9月19日

▼午後１時～3時45分
●ところ　呼人トレーニングフィール
ド　●内容　うさぎ、モルモット、ひ
よこ、チャボ、ハムスター　●問い合
わせ　社会教育課管理係（エコーセン
ター2000内）☎43-3704

網走市民大学講座
平成23年度第36期生募集　
会場：エコーセンター 2000

　２階大会議室/開場は30分前
●全講座申し込みの方は、①個人3,000円
②ペア（2人）5,000円③団体（3人以上何人
でも可）１人2,000円のいずれかの方法を
選択し、申し込み用紙に記入の上、事前
に事務局へお持ちください。受講料は初
回のお支払いとなります。
●１講座のみ受講される場合、当日直接
会場受付までお越しください。受講料
1,000円。ただし、入場者多数の場合は入
場をお断りする場合がありますので、ご
了承ください。
●申し込み・問い合わせ：エコーセンタ
ー 2000　２階網走市民大学事務局まで　
　(受付時間：平日9：00～17：00)

　　　　　　　　　　　６/１～受付開始

第１講座・７／２１(木) 第２講座・７／２９(金) 第３講座・９／１４(水)

｢ 野 球 力！ ｣
～一流選手の育て方とは～

慶応義塾大学野球部監督・元プロ野球選手

江藤　省三　氏
※講演時間　18：30～ 20：15

｢ 2011 希望と絆 ｣
～いま、日本を問う～

東京大学大学院情報学環 教授・政治学者

姜　尚中　氏
※講演時間　18：30～ 20：15

「 食に潜むリスク 」
～化学物質の子どもへの影響｢エコチル調査｣開始～

東京農業大学 教育学研究室教授

井上　正道　氏
※講演時間　18：30～ 20：15

第４講座・１０／６（木） 第５講座・１１／４(金) 第６講座・１１／２４(木)

｢ 津軽三味線の真髄 ｣
（独演会形式）　

　津軽三味線伝承者
高橋　祐次郎　氏
※講演時間　18：30～ 20：15

※ご協力（財）上廣倫理財団

｢神話と伝承文化のコスモロジーと
　　　　　　霊性のネットワーク｣
　京都大学こころの未来研究センター教授

鎌田　東二　氏
※講演時間　18：30～ 20：15

※ご協力KU－MA

小惑星探査機｢はやぶさの奇跡｣
～挑戦と復活の2592日～

JAXA（宇宙航空研究開発機構）技術参与
KU-MA（子ども・宇宙・未来の会）会長

的川　泰宣　氏
※講演時間　18：30～ 20：15
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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。

募集しています

網走市民てづくりすと講座では、「趣
味」「教養」に関する講座開設を募集し
ています。あなたが講師になって市民
のみなさんに教えてみませんか。
●支援するもの　①講座に係る会場使
用料、備品使用料（エコーセンター2000
に限ります） ▼教材費は参加者から徴
収してください　②受講者の募集と受
付　③講座の作り方、進め方などの相
談　●申し込み・問い合わせ　社会
教育課生涯学習係（エコーセンター2000
内）

７月10日（日）に開
催される「あばしり
科学フェスティバ
ル」にボランティア
スタッフとして参加
する市民の方を対象
に体験会を開催します。子どもたちと
一緒に科学の楽しさを体験してみませ
んか？
●とき　事前体験会：６月23日（木）

▼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　市民（中学生以上）
●教材費　無料　●内容　「パタリン
チョウ」、「ペットボトル空気砲」ほか
※変更する場合もありますのでご了承
ください。簡単な科学実験を体験する
フェスティバルです。●申し込み・問
い合わせ　６月20日（月）までに社会
教育課生涯学習係（エコーセンター
2000内）

農大について知ろう！～農大ゆかりの
地をめぐる～　今年は「視察研修旅行」
も行います。
●とき　９月２日（金）～10月15日（土）
までの間（全５講座） ▼午後６時30分
～午後８時30分まで（見学と報告会
は午後１時30分～４時ごろまで）　
●ところ　エコーセンター2000 ▼

３階視聴覚室
●内容　東京農業大学生物産業学部に

ついて、歴史や沿革を学び、農大と
網走市の関わりを知ります。
9/2（金） 
開講式、基調講演『農大について知ろ

う!〜農大ゆかりの地をめぐる〜』

9/9（金） 
講座「東京農大の創設者～榎本武揚と
横井時敬～」～東京農業大学の原点。
徳川育英会育英黌農業科の創設者と
初代学長～
9/11（日）
バス見学（農大・農場・オホーツク臨
海研究センター）
9/22（木）～ 24（土）視察研修旅行　世
田谷キャンパス・厚木キャンパス・富
士農場 ほか（希望者で行きます。2泊
3日：東京１泊、箱根1泊）
10/15（土）報告会、閉会式
●定員　50名（定員を超えた場合抽
選）　
●対象　原則として網走市民（継続し
て受講できる方）※視察研修旅行は
希望者15名以上で実施いたします。
●締め切り　６月30日（木）まで
●受講料　3,000円（実習教材費等を
含む全５講座分）※視察研修旅行につ
いて、旅費は自費負担になります。
（税込99,800円／人）
●申し込み・問い合わせ　
東京農業大学市民講座運営委員会事
務局（エコーセンター2000内）　
☎43-3705

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。

てづくりすと講座の募集

あばしり科学フェスティバル
スタッフ募集中！
事前体験会　開催！

平成23年度 東京農業大学
市民講座　受講生募集

～ 親と子のふれあい教室　Ⅰ期　～

この教室は各分野の専門家からアドバイスをいただき、
お子さんの健やかな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ぜひご参加ください。
●とき　６月21日(火)～7月1日(金)　全４回 ▼午前10
時～11時30分 ▼受付：午前９時30分　●ところ　エコ
ーセンター2000　●対象　概ね１歳半～３歳児と親 ▼託
児つき　●教材費　200円　●定員　15組 ▼抽選　●持
ち物　汚れてもいいバスタオル、オムツ、飲み物等　●申し
込み　６月9日(木)までに社会教育課生涯学習係（エコーセ
ンター 2000内）

第１回 ６月21日（火） 第２回 ６月24日（金）

「ひとりでできるかな！」
自立に向けたしつけ スプーンから箸へ
吉岡美代さん（潮見保育園園長）

「食べることって楽しい」
食の栄養面や摂取方法について
管理栄養士（保健センター）

第３回 ６月28日（火） 第４回 ７月１日（金）

「おやつクッキング」
野菜入りホットケーキと南瓜入り
みたらし団子の調理　　　　　　
栄養士（子育て支援課）

「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　　　　　　

保健師（保健センター）
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