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  第５講座　11月４日(金)　

神話と伝承文化のコスモロジーと
霊性のネットワーク

鎌田さんは幼少期よりスピリチュアル
な体験も多く、独特な切り口で日本人
の死生観や精神性を探求・提言をさ
れ、多岐に渡り大活躍をされている
方です。「こころの未来」について興
味深いお話が展開され
ます。

京都大学 
こころの未来研究
センター教授　　

鎌田　東二　氏
※本講演は（財）上廣倫理財団のご協力をいた
だいております。

■会場　エコーセンター 2000 ▼ ２
階大会議室

  第６講座  11月24日(木)　

小惑星探査機　はやぶさの奇跡　
～挑戦と復活の2592日～ 

あの感動のシーンを、ふたたび！ 
映画「はやぶさ」の俳優西田敏行さ
ん扮する的川先生ご本人が来網、講
演を行います。

宇宙工学者・工学博士KU-MA会長
JAXA技術参与　　

的川　泰宣　氏
※本講演はKU-MA・JAXAの
ご協力をいただいております。

■会場　エコーセンター2000 ▼エコ 
ーホール
●各講演時間　午後６時30分～８時
15分　●各受講方法　１講座1,000円
※当日直接各会場受付までお越しくだ
さい。　●問い合わせ　網走市民大
学事務局（エコーセンター2000内）　
☎43-3705　

トルヴェール・クヮルテット
サクソフォン コンサート　in　網走

日本が世界に誇るサックス四重奏団！
超絶なテクニック、ハーモニーをお楽
しみください！！
●とき　11月11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2,500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。
●曲目　「マイ・フェバリット・シン 
グス」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

平成23年度 
オホーツク・文化交流センター 芸術文化事業

　  郷土博物館から
Tel 43－3090　Fax 61－3020

11月の休館日
3日（木・祝）、7日（月）、14日（月）
21日（月）、23日（水・祝）、28日（月）

「網走の史跡めぐり」

昭和 11 年に建設
された郷土博物館
の建物について、
北海道大学大学院
教授 角 幸博 氏
（建築史）が建築学的な視点から解
説します。展望ドームも併せて開放
します。
●とき　11月12日（土） ▼午後1時
30分～３時　●ところ　網走市立郷
土博物館　●定員　25人　●参加料
無料　●雨天　開催します。　●申し
込み　前日までに博物館

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

10月の休館日（体育館・プール）
7日（月）、14日（月）、21日（月）、
28日（月）

市民プール終了のお知らせ

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

募集しています
網走市民大学講座受講生募集

道民カレッジ連携講座

「昆虫模型作り教室」

昆虫の精巧な模型を作
ります。ルリボシカミ
キリという、青く耀く
美しい虫が題材です。
●とき　11月19日（土） ▼ 午前10時 
～正午　●ところ　網走市立郷土博物
館　●定員　25人（一般も対象です）
●参加料　無料　●申し込み　前日ま
でに博物館

11月30日（水）をもって今シーズン
の営業を終了いたします。

JAXA
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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。

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。

高橋さんの 
「プリザーブドフラワー教室」

白樺チップをベースにバ
ラ、松かさ、ヒイラギ等
を使い、クリスマスをイ
メージしてアレンジします。
●とき　11月13日（日） ▼午後１時～
３時　●ところ　エコーセンター 2000

▼２階交流室Ｃ　●対象　一般　
●定員　10人　●教材費　2,500円
●講師　高橋　洋子さん　●持ち物
作品を持ち帰る袋　●申し込み・問い
合わせ　11月４日（金）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

2011　あばしりまなび塾
フェスティバル
11月23日（水・祝）は、エコーセンター
11回目の誕生日です。まなび塾フェ
スティバルは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！大人も子どもも一緒に
体験しましょう！ラストにはクリス
マスツリーの点灯式があります！

網走市民
てづくりすと講座

イベント情報

●とき　11月23日（水・祝） ▼午前
10時～午後５時　●ところ　エコー
センター2000 ▼全館　●問い合わせ
社会教育課生涯学習係（エコーセンタ
ー2000）※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。
●内容　
【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
■ＰＬバトントワリング
■ 東京農大YOSAKOIソーラン同好会
農天揆

【わくわく体験広場】
■クッキーづくり（網走市手をつなぐ
育成会） ■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） ■おもしろ漢字・算数クイズラ
リー（わくわく塾） ■バルーンアー 
ト（ガールスカウト） ■みんなでにっ 
こり　絵本と紙しばい（未夢の会）
■プリザーブドフラワー・プチアレ
ンジ体験（プリフラミニョン）
【伝統体験・異文化体験広場】
■野点抹茶体験（和－裏千家淡交会網

大正琴愛好会　漣会

総勢25名で大正琴を
奏でます。
●とき　11月12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　「365歩のマーチ」ほか　
●入場料　無料　●問い合わせ　社
会教育課生涯学習係

エコーだより「みんなの元気!」では、
市民みなさんからの様々な社会教育活
動をお知らせしています。募集記事な
ど掲載してほしい情報をおよせください。
　　　　原稿締切日は
12月号は10月31日（月）
１月号は11月30日（水）です。
エコーセンター2000内社会教育課
　生涯学習係　☎４３－３７０５

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
に落ち葉やお地蔵さんを描
いてみます。
●とき　11月15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　６人　●教材費　1,000円
※額縁を希望される方は1,200円で販
売します。　●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　11月６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

走支部青年部育成委員会） ■北のオロ
チョンの火祭り＆南のフラダンス（女 
性学級ひまわり） ■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） ■かわで作る
北方のどうぶつのキーホルダー（北海
道立北方民族博物館）
【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】
■プラ版でストラップを作ろう！（Ｎ 
ＰＯ法人アートユニオン・オコック）
■エミューの羽根と卵殻のオリジナル
写真立て作り！（㈱東京農大バイオイ
ンダストリー　チームエミュー） 
■手羽先でストラップを作ろう！（網 
走市立郷土博物館） ■誰でも楽しめ
るかんたん工作物と工作体験（どこで
も竹とんぼ教室オホーツク）
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