
小学５年・６年生が対象。太平山前
岳登山、川遊び、ナイトハイクなど。
日程／８月17日(水)・18日(木)(１泊
２日) 会場／太平山自然学習セン
ターまんたらめ(秋田駅東口から送
迎バスがでます) 参加費／3,000
円　定員／30人(応募多数の場合は
７月22日(金)午後３時に公開抽選)
●申し込み　はがき(１人１枚)に住
所、氏名、学年、電話・ファクス番
号を書いて、７月21日(木)(必着)ま
で、〒010-0824仁別字マンタラメ
227-1太平山自然学習センター

☎(827)2171

東部公民館・遊びの記録会　東部地
域の小学生が対象です。タオル投げ、
割り箸ダーツなど７種目に挑戦。７
月28日(木)午前10時～11時30分、東
部公民館で。無料。優勝者には賞品
も。内履きを持って直接会場へ。詳
しくは、東部公民館☎(834)2206
南部公民館・ミニひまわりのリース
作り 小学生が対象です。７月29
日(金)午前９時30分～正午、南部公
民館で。材料費500円。先着25人。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら南部公民館☎(832)2457
中央公民館・親子切り絵教室 小学
生の親子が対象。７月29日(金)、８
月１日(月)・４日(木)の３日間、午前
10時～正午、サンパル秋田(文化会
館内)で。参加無料。先着10組。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら中央公民館☎(824)5377
南部公民館・地引き網交流会 小学
生の親子が対象です。７月30日(土)
午前６時～８時、浜田浜海水浴場で。
参加費１家族1,000円。申し込み／
７月25日(月)・26日(火)、午前９時か
ら南部公民館☎(832)2457
中央公民館・文化会館の舞台裏探検
小学生の親子が対象。８月２日(火)

午前10時～正午、文化会館で。参
加無料。先着10組。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら中央公民館☎(824)5377
東部公民館・白神こだま酵母でパン
作り体験 東部地域の小学生が対象
です(小学３年生以下は保護者同
伴)。８月18日(木)午前８時20分～
午後４時30分、八峰町ハタハタ館
で(秋田銀行広面支店前からバスで
移動)。参加費(昼食代含む)小学生
1,500円、大人2,000円。先着40人。
申し込み／７月19日(火)午前８時30
分から東部公民館☎(834)2206

西部市民サービスセンター・昆虫探
しと自由工作　西部地域の小学生が
対象です(小学３年生以下は保護者
同伴)。７月29日(金)午前９時～午後
４時、五城目町の秋田県環境文化の
むらで(西部市民サービスセンター
からバスで移動)。無料。先着40人。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら同センター☎(826)9004
北部市民サービスセンター・おやつ
作り 小学生が対象。ピザトースト
とフルーツ白玉。８月４日(木)午前
10時～正午、北部市民サービスセン
ターで。材料費300円。先着24人。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら同センター☎(893)5969
雄和市民サービスセンター・書道教室
小学生が対象です。８月４日(木)・
５日(金)、午前９時30分～11時30
分、雄和市民サービスセンターで。
参加無料。先着30人。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら同センター☎(886)5540
雄和市民サービスセンター・料理教室
小学生の親子が対象。米粉で作るパ
ンとシチュー。８月６日(土)午前９時
～11時30分、雄和市民サービスセン
ターで。材料費500円。先着８組。
申し込み／７月19日(火)午前９時か
ら同センター☎(886)5540

入場無料。直接会場へどうぞ。
お話会と映写会　小学３年生までの
親子が対象です。絵本の読み聞かせ
とアニメ上映。７月23日(土)午前10
時30分～11時30分、雄和市民サー
ビスセンターで。詳しくは、雄和図
書館☎(886)2853
子ども映写会 「がんばれスイミー」
「忍たま乱太郎」「おじゃる丸」。７月
27日(水)午前10時～11時、外旭川
児童センターで。詳しくは、北部市
民サービスセンター☎(893)5969

小学５・６年生の親子が対象です。
模擬裁判やクイズなど。７月28日
(木)午前９時45分～正午、秋田地方
裁判所で。無料。定員40人。
●申し込み　７月25日(月)まで秋田
地方裁判所総務課☎(824)3121

小学生以上が対象です。「けんばん
楽器のひみつ」と題したコンサート
とお話。７月28日(木)午後１時30分
～２時30分、アトリオン音楽ホー
ルで。入場料500円。詳しくは、ア
トリオン事業部へ。☎(836)7803

施設見学や実験コーナーなど。７月
30日(土)午前10時～午後３時、秋田
地方気象台で。無料。詳しくは秋田
地方気象台へ。☎(824)0376

小学生～高校生が対象です。鉱物で
作るブローチや電気を使った実験な
ど。参加無料。直接会場へどうぞ。
日時／８月７日(日)午前10時～午後
３時30分　会場／秋田大学教育文
化学部４号館４-219
●問い合わせ　秋田理教クラブ

☎(889)2524
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８月４日(木)・18日(木)９:00～11:40
８月11日(木) ９:00～11:40
８月 ４日(木)13:30～16:10
８月 ９日(火)14:00～16:00
８月12日(金)13:00～16:00
８月16日(火) ９:00～12:00
８月 ５日(金)13:00～16:00
８月10日(水)13:00～16:00
８月11日(木)13:00～16:00

相談の順番は当日の先着順で
す。直接、市役所１階の市民相
談センターへお越しください。

予約は７月19日(火)午前８時
30分から、電話または市役所
１階の市民相談センターで受
け付けます。☎(866)2039
※10月18日(火)の遺言・相続
相談はお休みします。

市民相談センター
北部市民サービスセンター
秋田テルサ

市民相談センター

法　律

年金・社会保険
司法書士

遺言・相続
行政書士
行　政

人権・困りごと
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相談の種類 相談日時 定員 申し込み相談場所

各８人

各６人

各６人

市民相談センター

＊スペースの都合などにより「情報チャンネル」に掲載依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。

気
き

象
しょう

台
だい

お天
てん

気
き

フェア

公民館
こうみんかん

の催
もよお

し

市
し

民
みん

サービスセンターの催
もよお

し 裁判所見学会
さいばんしょけんがくかい

まんたらめチャレンジキャンプ 映写会
えいしゃかい

へどうぞ

レッツエンジョイ！サイエンス

アトリオン ワンコインコンサート

22



会場はアルヴェ４階の自然科学学習
館。①③は直接会場へ。②④の申し
込みは自然科学学習館へどうぞ。

☎(887)5330
①万華鏡体験　ピアノの即興演奏と
一緒に大型万華鏡を体験。７月29
日(金)午前10時30分～正午。無料
②不思議アートのぞき箱づくり
小学生以上が対象(小学３年生以下
は保護者同伴)。作った万華鏡のテ
ーマに合わせたピアノの即興演奏
も。７月29日(金)午後１時30分～３
時、７月30日(土)①午前10時30分
～正午、②午後１時30分～３時。
先着各30人。材料費各500円。申
し込みは７月20日(水)午前９時から
③ものづくりワークショップ
８月３日(水)から７日(日)まで、午前
10時～正午と午後１時～３時の２
回。３日～５日は小学校の理科教員
が、６日・７日は中学校の科学部員
が教えます。参加無料
④THE KAGAKUＩ(ザ・カガク)
小学５年～中学３年生が対象。振動
発電装置を製作。８月９日(火)午後零
時20分～３時30分。自然科学学習
館から県産業技術センターにバスで
移動。無料。先着20人。申し込みは
７月26日(火)午前９時から

エコ・コサージュ作り・マジック教室
会場は土崎図書館。無料。先着各15
人。申し込みは、７月16日(土)午前
10時から土崎図書館☎(845)0572
エコ・コサージュ作り�小学生が対
象。７月26日(火)、午後１時～３時
マジック教室�小学４年～６年生が
対象。７月27日(水)、午後１時～３時
チャレンジ風力発電　小学４年～６
年生が対象です。ペットボトルで風

力発電工作。７月27日(水)午後１時
30分～４時、中央図書館明徳館で。
参加費300円。先着20人。
申し込み／７月17日(日)午前９時か
ら中央図書館明徳館☎(832)9220
エコキャンドル作り　小学４年～６
年生が対象です。廃油を使ってキャ
ンドルを作ります。７月28日(木)午
後１時30分～３時、新屋図書館で。
参加無料。先着20人。
申し込み／７月17日(日)午前８時
30分から新屋図書館☎(828)4215

時間は午前10時30分～午後零時30
分。参加無料。申し込みは、７月
19日(火)午前９時から環境都市推進
課へ。☎(866)2943
中央図書館明徳館�７月29日(金)
小学４年～６年生が対象。先着20人
まちの駅あきた�７月30日(土)
小学生の親子が対象。先着10組

親子環境教室
小学４年～６年生の親子が対象で
す。巡視船に乗って秋田港の観察や
水質調査など。７月27日(水)午前９
時～正午(セリオンプラザに集合)。
参加無料。先着30人。申し込み／
７月19日(火)午前８時30分から環
境都市推進課☎(863)6632
親子水めぐりの旅
小学４年～６年生の親子が対象で
す。水の学習館や仁井田浄水場、八
橋下水道終末処理場の見学や利き水
体験など。７月31日(日)午前９時～
午後３時30分。集合場所は秋田駅
東口または上下水道局(川尻)。無料
(昼食は自己負担)。定員10組(抽選)。
申し込み／はがきに住所、親子の氏
名、年齢(学年)、電話番号、希望す
る集合場所を書いて、７月22日(金)
まで、〒010-0945川尻みよし町
14-8 秋田市上下水道局総務課
☎(823)8434(上下水道局ホームペ

ージからも申し込みできます)
水の学習館が特別開館
水の循環や水道のしくみを模型やク
イズなどで楽しく学習できます。８
月６日(土)・７日(日)、午前９時～午
後４時、水の学習館(仁井田浄水場
内)で。入館無料。詳しくは上下水
道局浄水課へ。☎(839)2211

小学３年～６年生が対象です(保護
者同伴も可)。赤れんが郷土館、旧
金子家住宅の探検やクイズなど。
日時／７月28日(木)午前10時～正午
会場／赤れんが郷土館、旧金子家住
宅　参加費／無料(付き添いの大人
は入館料250円) 定員／先着20人
●申し込み　７月19日(火)午前９時
30分から赤れんが郷土館

☎(864)6851

小学５年・６年生が対象です。７月
30日(土)午前10時～正午、秋田城跡
調査事務所(寺内)に集合。参加無
料。先着15人。申し込みは、７月
19日(火)午前８時30分から秋田城
跡調査事務所へ。☎(845)1837

小学生が対象。佐竹史料館に展示し
ている、よろいやかぶとの絵を描こ
う。７月30日(土)午前10時～正午、
佐竹史料館で。無料。定員10人。
●申し込み　７月19日(火)から29
日(金)まで佐竹史料館☎(832)7892

どなたでも参加できます(小学３年
生以下は保護者同伴)。竪穴住居に
泊まって土器・料理作りなどを体
験。参加費500円。先着15人。
日程／７月30日(土)・31日(日) 会
場／地蔵田遺跡(御所野総合公園内)
●申し込み　７月19日(火)午前８時
30分から文化振興室☎(866)2246
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