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網走市民まなびすと講座

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

７月の休館日
４日（月）、11日（月）、18日（月・祝）
25日（月）

貝の標本づくり教室

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

宇宙と家庭・地域を結ぶ
「宇宙の学校」参加者募集！

宇宙の学校は、身近なものを使って 
宇宙に関する工作や体験をします。 
参加者にはJAXA（宇宙開発研究機構）
のオリジナルグッズ・修了証をプレ
ゼント！
●とき　平成 23 年７月 31 日（日）、
10 月 16 日（日）、11 月 5 日（土）、
平成 24 年１月 15 日（日）、２月５日
（日）全５回 ▼午前 10 時～正午
●ところ　エコーセンター 2000 ▼

１階エコーホール　●対象　小学 
１年～３年生 ▼保護者同伴（一緒に
活動します）　●定員　50組　●教
材費　500円（5回分）　●持ち物　
筆記用具、はさみ　●内容　注射器
ロケット、ストローロケット、かざ
ぐるまほか　※詳細については市内
各小学校に案内チラシを配付します
ので、ご覧下さい。　●申し込み・
問い合わせ　社会教育課生涯学習係

幼児を育てる親の子育て講演会
「子どものために」という前に

子どものために「しつけ」している 
と思っている親が多いけれど、真に 
子どものためとはどいういうことか 
を考え、また
親が少しラク
になれるよう
な話をしてい
ただきます。
●とき　８月
19日（金） ▼

午前10時30分～正午（受付10時～）
●ところ　エコーセンター 2000 ▼  
2階大会議室　●対象　就学前の幼

児を育てる親、その他どなたでも。
●講師　青木　悦氏（教育ジャーナ
リスト）　●参加料　無料（託児は
定員を超えた場合、抽選になります）
●締め切り　７月29日（金）までに
電話でお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ　社会教育
課生涯学習係

** おとなのための科学講座  **

～原子力と放射線～
簡易放射線測定器「はかるくん」を
使い、私たちの周りにある放射線を
測ってみよう！放射線はどこから来
ているか、どこまで安全か「原子力
と放射線」について考えてみます。
●とき　７月15日（金） ▼午後７時
～９時30分　●ところ　エコーセ 
ンター 2000 ▼ ３階視聴覚室　●定
員　30人　●対象　中学生以上　
●教材費　無料　●持ち物　筆記用
具　●講師　林　秀明さん（網走・
科学の会）　●締め切り　７月８日
（金）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

実際に貝を拾い、標本を作りながら
学んでいただきます。
●とき　７月２日（土） ▼午前９時
30分～正午 ▼雨天開催　●ところ 
郷土博物館  ●定員  25人 ●参加 
料　無料　●対象　市内の小・中学
生（父母の参加可）　●申し込み　前
日までに郷土博物館

神の子池自然観察会

青く澄み渡り、神秘的な神の子池の
周囲の自然を観察します。高山系の
植物などをみることができます。
●とき　７月３日（日） ▼午前８時
～午後４時　※昼食必要 ▼ 雨天 
中止　●ところ　神の子池（清里町）

▼郷土博物館前集合　 
●定員　50人　●参加料　500円　
●申し込み　前日までに郷土博物館

七夕観測会

半月、土星、しし座やおとめ座など 
の春の星座が楽しめます。
●とき　７月７日（木） ▼午後８時 
～９時 ▼雨天時は郷土博物館内で 
学習会を行ないます。　●ところ　 
郷土博物館前
庭　●参加料
無料　●申し
込み　当日会
場で受け付け
ます。
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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

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。

伊奈かっぺい「ひとりがたり」

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。
●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

プルトリオ

市原ひかりグループ
　　　　Ｊａｚｚ　Ｌｉｖｅ

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）

マンドリンアンサンブル　
カノン

1999年に結成。オホーツク管内を中
心に慰問演奏やロビーコンサート、 
音楽ホールでのコートなどの活動を 
しています。
●とき　７月９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　「YELL」
ほか　
●入場料　無料　●問い合わせ　
社会教育課生涯学習係

ギター、ヴァイオリン、チェロの3 
人が奏でる14弦の響きをお楽しみ 
ください。
●とき　７月
31日（日） ▼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　
●出演　大澤直
樹さん（ギタリスト）、佐藤利奈さ
ん（ヴァイオリン）、大西彩子さん（チ 
ェロ）　●曲目　「涙そうそう」ほ 
か　●入場料　無料　●問い合わせ
社会教育課生涯学習係

今月のふれあい動物園　開園日

●とき　日曜日：７月10日、24日
　　　　月曜日（祝日）：７月18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　●問 
い合わせ　社会教育課管理係（エコ 
ーセンター 2000内）☎43-3704

科学で遊ぼう！
あばしり科学フェスティバル

遊んで！作って！科学しよう！自由 
に体験できる科学コーナーがまって 
いるよ。いろいろなコーナーでふし 
ぎ体験をして、科学の楽しさを体験 
してみよう！
●とき　７月10日（日） ▼午前９ 
時30分～午後12時30分　●とこ 
ろ　エコーセンター2000 ▼１階エ
コーホール　●対象　主に市内の
小・中学生 ▼小学生未満でも保護者
と一緒に参加できます。　●入場料
無料　●内容　自由に体験できる科
学の実験・工作コーナー・サイエン
スショー　※詳しい内容については、
市内各小学校に案内チラシを配布し
ますので、ご覧ください。　●申し
込み・問い合わせ　社会教育課生涯
学習係
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