
ヒトの感覚のふしぎを探ります。錯
覚ショーと反応測定体験。
対象／小学生以上(小学３年生以下
は保護者同伴) 日時／７月８日(土)
午後１時～２時30分　会場／アル
ヴェ４階の自然科学学習館
参加料／無料　定員／20人
●申し込み　７月２日(日)午前９時
から自然科学学習館

tel(887)5330(月曜休館)

火力発電所見学と手回し発電ヘリコ
プター工作。定員15組。
対象／小学生以上の親子　日時／７
月15日(土)午後零時30分～４時　
集合場所／アルヴェ４階の自然科学
学習館　材料費／500円
●申し込み　７月３日(月)から東北
電力秋田営業所tel(884)3313
（平日午前10時から午後５時まで）

小学生陶芸体験 対象／小学４年～
６年生　日時／７月22日(土)・29日
(土)、午前９時30分～11時30分
会場／南部公民館　材料費／1,000
円　定員／各日10人
●申し込み　７月４日(火)午前８時
30分から南部公民館tel(832)2457
親子陶芸体験 対象／小学生の親子
日時／７月22日(土)・29日(土)、８月
５日(土)、午前10時～正午
会場／河辺式田の不衒窯（ふげんがま）
材料費／実費　定員／先着10組
●申し込み　７月３日(月)午前８時
30分から河辺公民館tel(882)5311
親子陶芸教室 対象／小学生とその
保護者　日時／７月27日(木)、８月
７日(月)・10日(木)、午前10時10分～
正午　会場／サンパル秋田
材料費／500円　定員／先着10組
●申し込み　７月５日(水)午前９時
から中央公民館tel(824)5377

道具はお貸しします。初心者歓迎。
対象／中学生　日時／８月８日(火)
から26日(土)までに12回、午後３時

～５時(26日は午後１時～３時)
会場／一つ森公園弓道場　参加料／
3,000円　定員／先着10人
●申し込み　７月18日(火)午前９時
からスポーツ振興課tel(866)2247

日時／７月29日(土)、８月５日(土)・
19日(土)・26日(土)、午前10時～正午
会場／南部公民館
参加料／無料　定員／先着12人
●申し込み　７月４日(火)午前９時
から南部公民館tel(832)2457

巡視船で海の水質調査、旭川での水
生生物調査、まんたらめでネイチャ
ーゲームなど。参加無料。
対象／小学４年～６年生とその保護
者　日時／７月26日(水)午前９時～
午後４時30分　定員／先着30人
●申し込み　７月３日(月)から環境
企画課tel(863)6632

総合環境センターの施設見学と、ペ
ットボトル工作。参加無料。
対象／小学生の親子　日時／７月
27日(木)・28日(金)午前９時30分～正
午　会場／秋田市リサイクルプラザ
（河辺豊成） 定員／各日20人
●申し込み　秋田市リサイクルプラ
ザtel(839)4816

仁別の植物園で自然観察やゲーム。
市役所からバスで送迎します。先着
45人。大人のみ参加料1,000円。

対象／小中学生とその保護者
日時／７月28日(金)午前８時50分～
午後３時　会場／秋田市植物園
●申し込み　７月10日(月)から森林
整備課tel(866)2117

雄和の種沢りんご園内船着場から上
大部船着場まで約２時間30分かけ
て下ります。先着10組。
対象／小学生とその保護者　日時／
７月30日(日)午前８時30分、雄和公
民館集合　保険料／１人200円　
●申し込み　７月５日(水)午前９時
から雄和公民館tel(886)5585

対象／小学２年生以上の家族
日時／７月30日(日)午前８時～午後
５時30分　集合場所／土崎公民館
参加料（保険料込み）／小学生800円、
大人1,700円　定員／先着30人
●申し込み　７月３日(月)から土崎
公民館tel(846)1133

デッサン、コンピュータ、木材工芸、
クラフト、インテリアデザインの５
コース。資料代500円。定員各15人
(デッサンは45人、インテリアデザ
インは10人)。７月３日(月)から７日
(金)まで、各中学校を通してお申し込
みください。
日時／７月31日(月)午前９時～午後３
時、８月１日(火)午前９時～午後１時
30分　会場／美短附属高等学院
●問い合わせ　秋田公立美術工芸短
大附属高等学院tel(828)4127
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８月９日(水)午前９時15分集合
８月11日(金)午後２時30分解散
太平山自然学習センター「まんたらめ」
夏の太平山をたっぷり楽しむ３日間。ドキドキの体験
がいっぱい！　秋田駅東口から大型バスで送迎します。

小学５年生～中学３年生　先着50人
6,500円(宿泊費、食事代含む)

７月11日(火)から７月21日(金)まで
太平山自然学習センターtel(827)2171

申し込み

対　象

参加費

１日目 太平山前岳登山　虫とり　ナイトハイク
２日目 野外炊飯　キャンプファイヤー　テント宿泊
３日目 川遊び　など

２泊３日

▼
▼

▼
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刑務所作業製品の展示即売、所内見
学、木工小物製品の製作体験など。
午前９時から農畜産物の直売も。
日時／７月２日(日)午前９時～午後
３時　会場／川尻の秋田刑務所
●問い合わせ　秋田刑務所企画部門
作業担当室tel(862)6584

岩見川、三内川渓流周辺を散策。
対象／北部地域にお住まいのかた
日時／７月21日(金)午前８時30分、
飯島のOkiDoki前出発　参加料／
1,500円　定員／先着30人
●申し込み　７月３日(月)午前９時
から11日（火）まで北部公民館

tel(873)4839

寺内大畑の秋田城跡出土品収蔵庫前
に集合。参加無料。
史跡秋田城跡散策会 ボランティア
ガイドの解説で散策します。
日時／７月８日(土)午前10時～正午
定員／先着30人　申し込み／７月３
日(月)午前８時30分から秋田城跡調
査事務所tel(845)1837
史跡秋田城跡発掘調査現地説明会
政庁東側に発見された東大路の道路
跡などを説明します。雨天決行。直
接集合場所へどうぞ。
日時／７月８日(土)午後１時30分～
午後３時　問い合わせ／秋田城跡調
査事務所tel(845)1837

歴史作家の土居輝雄さんの案内で、
久保田城の内堀巡り。７月15日(土)午
前10時、中央図書館明徳館前に集合。
●問い合わせ　土居輝雄さん

tel(832)8708

市民風車「風こまち」の足元で自然
エネルギーを感じよう。シンガーソ
ングライターの白井貴子さんのミニ
ライブ、風車見学会、クイズなど。
入場無料。直接会場へどうぞ。
日時／７月15日(土)午後１時から
会場／秋田マリーナ周辺の海岸
●問い合わせ　市民風車の会あきた

tel(863)0800

催し物

往復はがきに、住所、氏名(乗船するかた)、年齢、性別、
日中連絡がとれる連絡先、希望スクール名、人数(はがき
１枚で①は５人まで、②は４人まで)、希望日と午前・午
後の別(第２希望まで)を書いて、７月11日(火)(消印有効)ま
で、〒011-0911飯島字堀川118 秋田マリーナ“海の日”
海洋レクリエーション体験スクール係

申
し
込
み

男鹿海洋高校実習船
「船川丸」体験航海
７月30日(日)午後１時～２時

●申込方法(応募多数の場合は抽選) 往復はがきに、住所、乗
船希望者全員の氏名(はがき１枚で３人まで)と年齢、電話番号
を書いて、７月14日(金)(必着)まで、下記の申し込み先へ。

申し込み先
問い合わせ

※海の祭典の詳しい内容は次回の広報で
お知らせします。

秋田マリーナtel(847)1851問い合わせ

出演バンドを募集中！　年齢やジャンルは問いません。７月24
日(月)午後３時から事前打ち合わせがあります。

７月30日(日)午前10時～午後４時　セリオン広場

●申込方法(応募多数の場合は抽選) バンド名、代表者の氏
名・住所・電話番号(ファクス、Ｅメール)、使用楽器(機材)、機
材などに関する要望を書いて、演奏曲２曲を録音したカセット
テープ・ＣＤ・ＭＤのいずれかと一緒に、７月10日(月)(必着)ま
で、下記の申し込み先へ。※応募作品は返却しません。

●申込方法(応募多数の場合は抽選) 往復はがきに、住所、氏名、
年齢、職業、電話番号を書いて、７月15日(土)(必着)まで、下記へ。

海洋レクリエーション
体験スクール

７月16日(日)・17日(月)
小学生以上が対象です(小中学生は保護者同伴)。いずれも参加料

１人300円。③のボート試乗体験のみ当日会場でも受け付けます。

秋田マリーナ

マリンウィーク’06

①ヨット体験 午前10時～、午後１時～　定員／各15人

②ボートフィッシング体験 午前10時～、午後１時～
定員／各12人　＊竿・仕掛け・氷代１人500円が別途かかります

③ボート体験試乗 午前10時～午後４時、随時(１回約20分)

湊の演奏会 海に向かってバンド演奏2006

飛鳥Ⅱ特別講演の夕べ
８月５日(土)午後６時～８時　秋田港寄港中の飛鳥Ⅱ船内

「世界の辺境を旅して40年－ある小説家の徘徊取材報告」と題し
て作家の西木正明さんが講演します。15歳以上のかたが対象です。

〒011-0945土崎港西三丁目10-25土崎支所内
秋田港海の祭典実行委員会　tel(845)5983

海の祭典イベント参加者募集
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