
～学ぶ者が学ぶ者を支える、知の循環の仕組み～

、 。 、美の国カレッジには 学んだ成果を新たな学びにつなげる仕組みがあります その取組として

「地域マイスター養成講座」と「美の国キッズ＆ユース・カレッジ」を紹介します。

問い合わせ先

秋田県生涯学習センター

電話 018-865-1171 FAX 018-824-1799

生涯学習課だより 第 号４４

地域マイスター養成講座

地域づくりの中心となる指導者を養成する講座

です。次年度の「キッズ＆ユース・カレッジ」を

企画し、実際に運営するなかで実践的な技能を身

につけます。

の３キャンパスです。八峰、大潟、大仙

興味のある方は です。どなたでも受講可能

定員は２０名程度です。

です。無料

※ 今年度分については、各キャンパスとも６月から

すでに始まっているため、全講座（４日間８コマ）

の受講はできませんが、様子を見てみたい方は１回

だけでも受講可能です。県生涯学習センターまで

お問い合わせください。

地域マイスター養成講座とは？

今年度の開催場所は？

対象は？

受講料は？

八峰キャンパスの様子

演習テーマ

「体験活動プロ

グラムの実際」

～シーカヤック体験～

演習テーマ

「八峰の子ども

たちに伝えたい

こと」

～ワークショップ～

美の国キッズ＆ユース・カレッジ

子どもたちへ、生まれ育った地域のすばらしさを

伝える講座です。昨年度の地域マイスター養成講座

修了者が運営に携わります。

鹿角キャンパス （８／２３ ８／２４）

会場：花輪市民センター 他

（ ）にかほキャンパス ７／２９ ８／５ ８／１９

会場：金浦勤労青少年ホーム 他

東成瀬キャンパス（７／２７ ７／２８）

会場：ぽよよんの森オートキャンプ場

小学生から高校生まで。定員は２０名程度です。

、 。無料です。ただし 受講に係る材料費等は実費負担です

美の国キッズ＆ユースカレッジとは？

今年度の開催場所は？

対象は？

受講料は？

にかほキャンパスの概要

○講座名 「にかほ探検隊」

地域マイスター養成講座修了者○主 管

県生涯学習センター

○内 容

第１回「お気に入りの方言をマイカップに！」

・方言クイズ・ゲーム「昔のことば、今のことば」

・作品製作「おもしろことばをマイカップに」

第２回「南極の風を感じよう！」

・風車の見学、白瀬記念館見学

・マイカップでおやつタイム

第３回「自分の足で確かめよう！ 」～にかほの自然～

・湿原散策、水質実験、レクリエーション

※ では、汽車に乗って民話の里鹿角キャンパス

を調査したり、郷土料理を作ったりします。

※ では、マイ箸づくりやカブ東成瀬キャンパス

トムシ取り、川遊びなどを行う予定です。
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県 生 涯 学 習 課 関 連 施 設 ７ 月 の 主 な 行 事 定予

各 施 設 の ホ ー ム ペ ー ジ も 併 せ て 御 覧 く だ さ い 。

018-834-3050美 術 館
〈企画展〉

私のアトリエ レオナール・フジタMon Atelier
(日)まで11

＜美術ホール 展示会＞
第 回旺玄会秋田展 日(木)～ 日(火)75 1 6
第 回書友同人展 日(金)～ 日(月)47 9 12
秋田県彫刻連盟展 日(金)～ 日(月)16 19
美 回展 日(金)～ 日(月)ing 25 16 19
第 回秋田二紀展 日(木)～ 日(日)27 22 25
第 回自由美術秋田展 (水)～ (日)46 7/28 8/1

0185-77-4455あきた白神体験センター

夏の白神山地と日本海がお待ちしています！

※宿泊等まだ余裕のある日がありますので、気軽にお尋ねください。

018-873-4121博 物 館
※一般３００円、大学生・高校生２００円、中学生以下無料〈特別展〉

第3回北東北三県共同展
「境界に生きた人々

」 (日)まで－遺物でたどる北東北のあゆみ－ 7/11
〈企画展〉
「食われてたまるか！」 (土)～ (月)7/24 9/20
〈ふるさとまつり広場〉

七夕絵どうろう (日)まで7/25

※事前の申込みが必要〈博物館教室〉
動物の体内を調べよう

日(土)対象：小学４年生～一般 定員：２０名 24
竹細工製作教室

日(日)対象：小学４年生～一般 定員：２０名 25

018-880-2301青少年交流センター
ユースボランティア交流会
対象：高校・大学等のボランティアグループ 定員：３０名

日(土)～ 日(日)10 11
なまはげセミナーキャンプ（２泊３日）

日(水)～ 日(金)定員：２０名 14 16

0187-68-2300農業科学館
〈特別展示〉
ウチョウ蘭展 日(土)～ 日(日)10 11
おしば美術展 (火)～ (日)7/13 8/8

墨絵展「癒しのタネまき」 日(土)～ 日(月)17 19
〈企画展示〉
富貴蘭・ウチョウ蘭展 日(土)～ 日(日)10 11
ベルクレイフラワー展 日(日)まで11
バラフェスタ“初夏を彩る” 日(月)まで19
コメ・こめ・農展 (日)まで8/8

0186-43-3174大館少年自然の家
森の子展示会

日(日)対象：家族・園児以上 18
※一人 ６，８００円夏のアドベンチャー

対象：小学４年生～中学３年生 定員：５０名
日(日)～ 日(水)25 28

0182-26-6011保呂羽山少年自然の家
※一人 １２，０００円「アドベンチャー・スピリット！」

対象：小学４年生～中学３年生 定員：２５名
(水)～ (日)7/28 8/1

0184-74-2011岩城少年自然の家
ボランティアスタッフセミナー

日(土)～ 日(日)対象：大学生・一般 10 11

018-865-1171生涯学習センター
美の国カレッジ

あきた学専門講座
〔あきた文化学Ⅰ〕 日(土)、 日(土)10 24
〔あきた自然学Ⅰ〕 日(土)、 日(土)10 25

あきた学地域講座
仙北キャンパス 日(土)－角館さくら 紀行－ 3
北秋田キャンパス－道の文化史・北秋田編－

日(土)、 日(土)17 31
※１７日（土）の開講式・オリエンテーション・記念講演は無料

※受講料は無料美の国れんけいカレッジ

明快！ ゼミ 日(金)Art 23
※受講料は無料地域マイスター養成講座

大仙キャンパス 日(金)、 日(金)2 16
大潟キャンパス 日(木)、 日(木)1 15

※受講料は無料キッズ＆ユースカレッジ

東成瀬キャンパス 日(火)、 日(水)27 28
にかほキャンパス 日(木)29

018-884-7760あきた文学資料館
特別展示

「秋田の文学と風土Ⅰ 川・湖・潟～水辺の風景～」

(火)まで8/31
文学講座
「露月と奥羽調」講師：石田冲秋氏

入場無料 先着 名 (水)70 7/14

018-866-8400図 書 館
※特別展示室 入場無料特別展示

－近代美術館との連携事業－
「世界最古の美術雑誌『國華』展」

(木)～ (土)7/22 8/21
テーマ展示

「□で○ （シカクでマル）。
～資格取得にチャレンジ～」 (金)～ (日)7/2 8/1

えほんのへや展示

「しゅっぱつしんこう！のりものえほん」
(金)～ (日)7/2 8/1

0182-33-8855近代美術館
※一般 ８００円、大学生以下無料〈特別展〉

福島県立美術館名品展「洋画のキラキラ」
(日)まで8/1

(日)まで〈第1期コレクション展〉 7/11
知ってる？秋田のお宝
「 」美術館の眼Ⅴ－新収蔵及び初公開の作品をご紹介－

日(水)～ 日(日)〈第2期コレクション展〉 14 17
ピックアップアーティスト「馬場 彬」




