
議会(同センター内)へ申し込みが必
要です。☎(846)1133
①キタスカ公演会～マジック＆アコ
ーディオン　ブラボー中谷さんの楽
しいマジックと、メロー☆アコーディ
オンの演奏。日時u７月６日(日)13:30
～15:00 先着u250人　
申込開始u６月24日(火)9:00から　
②キタスカ油谷これくしょん展
明治から昭和時代の懐かしいおもち
ゃ、生活道具などを展示します。
日時u７月１日(火)から30日(水)まで、
9:00～21:00　

八峰町のブナの森･留山を散策しま
す。参加費1,000円。先着20人。
対象u北部公民館管内のかた
日時u７月11日(金)9:00～16:00
集合･解散u北部公民館(バスで移動)　
申込u６月23日(月)9:00から北部公
民館☎(873)4839

式典や体験発表、講話など。
日時u６月29日(日)10:00～12:00　
会場u秋田県社会福祉会館10階(旭北)　
問u秋田市身体障害者協会

☎(866)1341

■夏先取り☆常夏フェア 県産食材
を使ったエスニック料理やスイーツ
などの販売＆ウクレレ演奏やフラダ
ンスで常夏気分になろう！　日時u６
月21日(土)･22日(日)･28日(土)･29日
(日)、10:00～16:00　会場uセリオ
ンリスタ(土崎)　問uマルシェdeポー
ト土崎運営協議会☎(836)3900
■セミナー｢石川達三･人間の壁｣
秋田県生涯学習センターシニアコー
ディネーターの北条常久さんが講師。
石川達三は横手市出身で、第１回芥
川賞受賞者です。日時 u６月27日
(金)13:30～15:30　会場u中央図書
館明徳館２階研修室　問u明徳館こん
わ会の宮田さん☎(831)4072
■ホタル観察会 雄和神ケ村内で観
察。雨天中止。日時u６月27日(金)
19:30～21:00　集合u雄和ふるさと
温泉ユアシス 参加費(ユアシスの入
浴料を含む)u500円、４歳～小学生

300円、３歳以下100円　定員u50
組　申込uユアシス☎(887)2575
■秋田赤十字病院創立百周年感謝祭
ドクターヘリや救急車の見学、子ど
も制服撮影会(医師･看護師に変身)、
健康相談、出店、パネル展示など。日
時u７月５日(土)10:00～15:00　会
場･問u秋田赤十字病院☎(829)5000
■秋田矯正展 刑務所で作られた作
品の展示即売やお笑いライブなど。
日時u７月６日(日)9:00～15:00　
会場･問u秋田刑務所☎(862)6584
■プチ起業家のフォローアップセミ
ナー 女性や若者、シルバー世代な
ど個人スキルを活用した〝プチ起業
家〟が対象です。事業発展のための販
促方法などを学びます。ランチタイ
ム交流会も行います。
日時u７月９日(水)10:00～15:30　
会場uイヤタカ･ゲストハウスヴァレ
リアーノ(中通)　交流会費u2,000円　
定員u30人 申込u６月30日(月)まで
秋田商工会議所☎(866)6677
■Aターン就職面接会 県外に在住
し、県内での就職を希望するかたが対
象です(家族などの希望者にお知らせ
ください)。県内企業職員との個別面
談や就職相談など。日時u７月12日(土)
13:00～16:00　会場uベルサール
八重洲３階(東京都中央区八重洲１-
３-７)　問uAターンプラザ秋田(県東
京事務所)☎0120-122-255
■山形県の月山縦走(姥沢登山口～羽
黒登山口八合目)　対象u高校生以上　
日時u７月13日(日)5:30～19:00
集合･解散場所u秋田市役所　
参加費u6,000円　先着u30人　

申込u７月６日(日)まで、Eメールで秋
田山岳会事務局の三浦さん

☎(866)0376
Eメール rose@cna.ne.jp
■第24回暴力団壊滅秋田県民大会
警察音楽隊のコンサートや講演など。
日時u７月16日(水)13:00～15:30　
会場u文化会館大ホール　問u(公財)暴
力団壊滅秋田県民会議☎(824)8989
■秋田県里親大会と講演会
里親制度の説明や登録案内、「震災と
子どもたち｣と題した、いわてこども
ケアセンターの臨床心理士の講演な
ど。託児希望者は７月15日(火)まで
下記連絡先へお申し込みください。
日時u７月19日(土)13:00～15:30　
会場u西部市民サービスセンター３階
問u秋田県里親連合会事務局の高橋さ
ん☎･FAX(828)1107
Eメール kyo-eiko@cna.ne.jp
■海上自衛隊の護衛艦｢すずなみ｣の
一般公開と体験航海 ７月の恒例イ
ベント｢秋田港海の祭典｣の一環です。
護衛艦は、秋田港中島ふ頭２号岸壁
に停泊します。なお、体験航海は申
し込みが必要です(定員200人。定員
超の場合は抽選)。一般公開(どなた
でもどうぞ)u７月26日 (土)9:00～
11:30、７月27日(日)9:00～11:30
と13:00～15:00　体験航海u７月
26日(土)14:00～16:00。申し込み
は、往復はがき(１枚で２人まで)に
応募者全員の住所、氏名、電話番号、
年齢、性別を書いて、７月４日(金)(必
着)まで、〒010-0951 山王四丁目
3-34 自衛隊秋田地方協力本部広報
室体験航海申込係☎(823)5404

＊スペースの都合などにより、「情報チャンネルa」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。
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科学＆香りの科学

①大人の科学～アロマ de 科学(10:00～11:30) 高校生以上が対象
です。香りをかぎ当てる遊び｢源氏香｣やオリジナル香水の調合に挑戦

６月24日(火)16:00から自然科学学習館へ。１回の申し込みに
つき①②どちらか１つを受け付けます。☎(887)5330

申し
込み

②科学つめあわせ便～香りの科学(13:00～14:30) 小学生以上(小３
以下は保護者同伴)が対象です。植物を使った実験や香りの調合体験

開催日 ７月13日(日)
会場 自然科学学習館(アルヴェ４階)

定員 先着各20人
参加無料
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生地から手作りしておい
しいピザを作ろう。先着15人。
対象u東部地域のかた　
日時u７月16日(水)10:00～13:00
会場u東部公民館　参加費u500円　
申込u６月23日(月)から７月４日(金)
まで東部公民館☎(834)2206

(平日の9:00～17:00)

身近な草木を使ってストールを染め
ます。先着20人。
日時u７月３日(木)13:30～15:30
会場u北部公民館　材料費u1,600円　
申込u６月23日(月)9:00から北部公
民館☎(873)4839

会場は御所野地蔵田遺跡･弥生っこ
村。申し込みは、６月23日(月)8:30
から文化振興室へ。☎(866)2246
■弥生時代にタイムスリップ･木柵
を復元しよう!　日本で初めて発見さ
れた、木柵で囲まれた弥生時代の集
落(地蔵田遺跡)の木柵を復元。木柵
に自分の名前を彫ります。小学４年
生以下は保護者同伴。日時u７月５
日(土)9:00～12:00　先着u20人
■弥生っこ村ガイド養成講座 弥生
っこ村で案内をするボランティアガ
イドを養成します。日時u７月15日
(火)13:00～15:00　先着u20人

｢秋田藩町触
まちぶれ

集
しゅう

｣などの資料から、近
世の武士の姿、町方との関わりを学
びます。講師は秋田大学の渡辺英夫
教授。資料代510円。先着30人。
日時u７月３日(木)･10日(木)･17日(木)
･24日(木)、13:30～15:30
会場u中央図書館明徳館２階研修室　
申込u６月23日(月)9:00から佐竹史
料館☎(832)7892

会場はサンパル秋田(文化会館内)。

申し込みは、６月23日(月)9:00から
女性学習センターへ。☎(824)7764
■市民企画講座　女性学習センター
職員と相談しながら、自分たちが学
びたいことを企画･運営から形にす
る講座です。申し込みは１人でも複
数でも可。講師謝金は予算内で同セ
ンターが負担します。
日時u９月～２月の会場が空いてい
る希望日に、１回90分～120分程度　
■みんなで楽しくプレゼンしよう！
プレゼンテーションの基本から実践
までを学びます。日時u７月15日(火)
から８月５日(火)までの毎週火曜に
４回、18:30～20:00　定員u20人　

39歳以下のかたが対象です。会場は
サンパル秋田(文化会館内)。申し込
みは、６月23日(月)9:00から勤労青
少年ホームへ。☎(824)5378
■粉から作る本格カレーとナン作り
日時u７月９日(水)18:30～20:30　
材料費u800円　先着u16人　
■アロマで快適☆虫よけスプレー作り
日時u７月17日(木)19:00～20:30　
材料費u800円　先着u12人　

日時u７月15日(火)14:00～16:00
会場u県立総合プール(新屋町)
受講料u3,000円(振込手数料は別)
申込u６月27日(金)から７月９日(水)
まで消防本部予防課☎(823)4247

市内に住む外国人が
対象です。日常生活で
必要な日本語を勉強
します。教材費は実費。
日時u毎週木曜日の18:30～20:00　
会場uジョイナス(千秋明徳町)　
申込u秋田市日本語教室の高橋さん

☎080-6038-0859

■高齢者･軽度障がいがあるかたの
パソコン教室(はがき作成)
日時u７月１日(火)から24日(木)までに
８回、10:00～12:00　会場u遊学舎
(上北手)　受講料･テキスト代u9,260
円　定員u10人　申込uNPO法人あい

☎(829)1113･FAX(826)1885
■障がい者の水泳教室 対象u身体障
害者手帳か療育手帳をお持ちのかた、
または同程度の障がいのあるかた
日時u７月３日(木)から９月18日(木)
までの木曜に10回、19:15～20:15　
会場u県立総合プール 先着u20人　
申込u６月23日(月)9:00から30日(月)
までの平日に秋田市身体障害者協会
☎(866)1341･FAX(865)2099

■ラジオ体操･みんなの体操指導者養
成講習会 内履きをお持ちください。
日時u７月５日(土)13:00～15:00　
会場u南部市民サービスセンター
問u秋田市ラジオ体操連盟事務局の
高橋さん☎(839)0664
■赤十字点訳講習会 点字本の作り
方を学びます。日時u７月６日(日)･
13日(日)･21日(月)、10:00～15:00
会場u県社会福祉会館３階研修室(旭
北)　器材料u3,000円　定員u20人
申込u７月３日(木)まで日本赤十字社
秋田県支部☎(864)2731
■夏休みジュニアロースクール 弁
護士役などになってトラブル解決を
体験します。弁護士との昼食会も。
日時u８月１日(金)10:30～15:40　
会場u秋田弁護士会館(山王)　定員
(超えた場合は抽選)u中学生24人、
教員10人　申込u７月18日(金)まで
秋田弁護士会事務局☎(862)3770
■街角陶芸サロン(65歳以上が対象)
市地域保健･福祉活動推進事業。月
２回開催。参加費は月500円。申し
込みは、福祉複合施設ウェルビュー
いずみへ。☎(896)6277
泉地区会場…ウェルビューいずみu

隔週水曜コースまたは土曜コース、
時間は10:00～15:00、定員各８人
土崎地区会場…土崎港中央二丁目2-
12 街角陶芸サロン代表の齊藤さん
宅u隔週火曜、10:00～15:00、定
員各６人　

会場は北部市民サービスセンター･
キタスカ。①は北部地域住民自治協

情報チャンネルa 眠れない夜にブラジルからボール ヒサト

・料金の記載がないものは無料です
・申込方法がないものは直接会場へ
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