
会場は土崎図書館。申し込み(①②の
み)は、８月５日(火)10:00から土崎
図書館へ。☎(845)0572
①市民文化講演会｢壁に当たった時こ
そ、人生の勝負｣　講師はレスリング
選手として国体、オリンピックなど
で活躍した秋田大学男鹿なまはげ分
校長の茂木優さん。
対象u中学生以上　日時u８月20日
(水)13:30～15:00　定員u80人
②市民文化講座｢『白樺』派の文学と
『種蒔く人』、そしてそれから｣　日時
u８月24日(日)･26日(火)、14:00～
15:30　内容u24日は有島武郎と武
者小路実篤、｢種蒔く人｣を創刊した
金子洋文･今野賢三の講座。26日は
室生犀星が原作、ドラマ脚本が金子
洋文の｢あにいもうと｣の講座(１日の
みの受講も可) 定員u各50人
③土崎図書館まつり 図書リサイク
ル市や図書館クイズなど。
日時u10月４日(土)10:00～15:00　
★リサイクル市用の図書を募集…９
月15日(月)まで、土崎図書館へお
持ちください(雑誌、参考書、辞書、
百科事典は受け付けません)。ご協
力をお願いします。

■仲小路ミュージアムストリート　
県在住のアーティストや中･高校生に
よる公開制作、ストリートライブ、秋
田の食の屋台など。日時u８月３日(日)
から６日(水)まで、10:00～21:30
会場u仲小路通り(中通)
問u県文化振興課☎(860)1530
■ごしょの納涼まつり
日時u８月９日(土)11:00～13:00　
会場uリフレッシュガーデン(御所野）
内容uウオークゴルフゲーム、記憶ゲ
ーム、スイカ割り、エコ体験工作教
室(小学生が対象。10:45～、先着
20人)、流しそうめん(11:30～)な
ど。景品などがなくなり次第終了。
★花の寄せ植え教室…11:00～と
11:40～、定員各20人。完成品は

差し上げます。申し込みは、８月
４日(月)9:00から下記電話へ。
問u秋田市総合振興公社☎(829)0221
■第１回草生津交流･納涼音楽祭
日時u８月９日(土)15:00～20:00　
会場uコスモス広場(八橋の大道東橋
たもと)　内容uカラオケ大会(15:00
～)、オカリナ･ギターなどのコンサ
ート(18:00～)、射的などのキッズ
無料コーナー、出店など
問uコスモス広場管理運営委員会の小
松さん☎(865)6147

■川尻朝市 新鮮な取れたて野菜な
どを直売します。抽選会もあり。
日時u８月２日(土)9:30～11:00　
会場u川尻総社神社境内(駐車場はあり
ません。車での来場はご遠慮くださ
い) 問u農業農村振興課☎(866)2116
■卸売市場開放デー　外旭川の卸売
市場を一般開放。水産物や青果、花
きを特別販売します。日時u８月９日
(土)9:00～12:00　問u秋田市卸売市
場協会☎(869)5255
■土崎みなと朝市 物販や好きなお
かずを選んで作る｢のっけ丼｣の販売、
子ども向けイベントなど。
日時(11月までの第２日曜)u８月10
日(日)、９月14日(日)、10月12日(日)、
11月９日(日)、7:00～12:00　
会場u土崎港中央一丁目(通称レンガ
通り)　問u港商友会事務局
☎(847)0085(平日10:00～14:00)

■中央公園ミステリーウオーク 園
内を歩きながらクイズを解こう。問
題は小学校低学年と中学年向けの２
種。参加賞あり。雨天中止。日時u８
月２日(土)から17日(日)までの9:30～
15:00　会場u雄和の中央公園スポー
ツゾーン(受け付けはトレーニングセ
ンターアリーナ)　参加費u200円　問
u県立中央公園事務所☎(886)3131
■おやこミュージカル｢ノラのパラダ
イス｣ 日時u８月３日(日)13:00～と
17:00～の２回公演　会場uセリオン
プラザ 入場料u500円　問u事務局
の安宅さん☎090-5846-5340
■海の楽校

が っ こ う

地引き網体験や子ども
向けサーフィン教室、貝殻アクセサ

リー作りなど。対象u４歳～小学６年
生(保護者同伴) 日時u８月３日(日)
10:00～16:00 会場u桂浜海水浴場
定員u30人　参加費u１人2,000円(地
引き網体験のみは1,000円)
申込uNPO法人あきたドリームウェイ
の藤田さん☎090-3122-2435
■土崎空襲犠牲者追悼平和祈念式典
と｢子どもたちから平和のメッセー
ジ｣発表会　日時u８月14日(木)10:00
～12:30　会場uセリオン２階イベン
トホール 問u土崎港被爆市民会議の
伊藤さん☎(845)2688
■営業セミナー 秋田北法人会と秋
田南法人会の共催。｢単価を上げる販
売技術｣がテーマです。日時u８月21
日(木)13:30～16:30　会場uユース
パル(寺内)　受講料u2,000円(会員
1,000円)　定員u75人　申込u(公社)
秋田北法人会☎(845)8078
■講演会｢日本の子どもの心に風邪を
ひかしてはならぬ!!～秋田の教育か
ら学ぶもの｣ 講師は広島能力開発事
務所主宰の松尾健史さん。
日時u８月23日(土)10:00～11:30　
会場u南部市民サービスセンター　
受講料u500円　定員u100人　
申込u８月15日(金)まで夢･未来塾の
花田さん☎(839)4342
■テクノゾーンフェスタ～県総合食
品研究センターを一般公開　酵母な
どの観察や実験、探検ツアーなど。
オリジナルスイーツを試食しながら
の講演会(小学生以上が対象。14:00
～15:15、定員100人)の希望者は下
記の電話へ申し込みが必要です。
日時u８月24日(日)13:00～16:30
会場･問u秋田県総合食品研究センタ
ー(新屋町)☎(888)2000
■｢自閉症｣とその支援を正しく理解
するための講演会 主催は県発達障
害者支援センターほか。講師はアメ
リカ･ノースカロライナ大学のゲーリ
ー･メジボフ教授。日時u８月31日
(日)10:00～16:15　会場u文化会館
受講料u3,240円　定員u800人　
申込uはがきかFAX、Eメールで申し
込み。詳しくは、近畿日本ツーリス
ト㈱第７営業支店 (☎ 03-6891-
9456)か、朝日新聞厚生文化事業団
のホームページでご確認ください。
http://www.asahi-welfare.or.jp/

＊スペースの都合などにより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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・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

催し物

■広報あきた７月18日号22ページに掲載した｢『土崎空襲』戦争と平和資料展」の開催期間が、主催者側の都合により、
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対象u小学生と保護者
日時u８月20日(水)10:00～13:00
会場u河辺総合福祉交流センター
参加費u１組500円、保険料１人10円
先着u10組
申込u８月４日(月)9:00から河辺市民
サービスセンター☎(882)5171

古代の城跡の史跡秋田城跡で、発掘
調査を体験しよう！ 先着15人。
対象u小･中学生
日時u８月23日(土)10:00～12:00
会場u秋田城跡発掘調査現場(寺内）
申込u８月４日(月)8:30から秋田城跡
調査事務所☎(845)1837

時間はいずれも10:00～13:00。会
場と申し込み(８月５日(火)10:00か
ら)は秋田テルサへ。☎(826)1800
＊開催日(いずれも９月)、材料費、
定員の順で記載しています。

①野菜ソムリエが伝授･ナスづくしu

３日(水)、1,950円、24人
②初秋御膳u５日(金)、1,950円、20人
③マドレーヌ(初心者向け)u10日(水)、
1,200円、12人
④和菓子(茶まんじゅう･栗まんじゅ
う)u12日(金)、1,950円、16人
⑤野菜ソムリエが伝授･飾り寿司(初
心者向け)u17日(水)、1,950円、24人
⑥サツマイモとリンゴのおかず･お
菓子u19日(金)、1,950円、16人
⑦シュークリームu24日(水)、1,500
円、12人　
⑧おやつとおかずの寒天u27日(土)、
1,950円、20人

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは８月４日(月)9:00から女
性学習センターへ。☎(824)7764
①グループ活動公開講座｢はじめて
の手話｣　同センターの手話サーク
ルの活動を体験。手話でのあいさつ

や自己紹介など。日時u８月25日
(月)10:00～12:00 定員u15人
②コミュニケーション女性学級(実践
トレーニングコース) 対象uアサー
ティブトレーニング(自分も相手も大
切にして自らを表現する手法)の基礎
を学んだことがある女性 日時u８月
26日(火)から９月30日(火)までの火曜
に４回、10:00～12:00 定員u７人
③ワークライフセミナー｢心も体も
柔らかに健康について学ぼう｣ スト
レッチやパステル和みアート、心の
健康の学習など。日時u８月27日(水)
から９月24日(水)までの水曜に４回、
18:30～20:00　定員u20人　
④親のためのセミナー｢楽しく子育
て自分育ち｣ 親同士の交流を通し
て育児を考えます。おやつ作りやお
子さんと一緒の活動も。託児あり(定
員７人。要申込)。日時u８月28日
(木)から10月30日(木)までの木曜に
７回、10:30～12:00　おやつ材料
費u400円　定員u15人

対象uエクセル(表計算ソフト)初心者
日時u９月５日(金)10:00～15:00
会場u雄和市民サービスセンター
テキスト代u800円　先着u10人
申込u８月４日(月)9:00から雄和市民
サービスセンター☎(886)5540

応急手当やAEDの使い方など。

日時u８月31日(日)9:00～12:00
会場u南部市民サービスセンター
先着u20人
申込u８月２日(土)から秋田南消防署

☎(839)9551

■英語で学ぶジェンダー 講師は秋
田大学准教授の和泉浩さん。日時u

８月21日(木)(予定)から来年２月ま
での第１･３木曜に月２回、10:30
～12:00　会場u秋田大学(手形)　
申込u代表の伊藤さん☎(874)8863
■観葉植物の再生教室
下枝が枯れてバランスが崩れた、ゴ
ムノキやドラセナなどの観葉植物の
再生方法を学びます。日時u８月22
日(金)10:00～11:00　会場u一つ森
コミュニテイ体育館 定員u25人　
申込u８月４日(月)9:00から同体育館

☎(831)8300
■親子で作ろう! エコキャンドル
使用済みの天ぷら油でエコキャンド
ルを作ります。空き缶収集車の乗車
体験、クイズ(景品あり)なども。
対象u小学生と保護者　日時u８月23
日(土)9:30～11:30　会場uリサイク
ルプラザ(河辺豊成)　先着u20組　
申込u８月４日(月)9:00から秋田市総
合振興公社☎(829)3568
■吹き矢体験教室 日時u８月29日
(金)10:00～12:00　会場u八橋地区
コミセン体育館　問u楽らく吹き矢
の谷口さん☎(867)1219

情報チャンネルa

・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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発砲スチロールを使ったスタ
ンプ作りや電池作りなどの科学
実験を通して｢エコ｣を体験！

伝統的な鋳造技術と最先端技術
の〝３Ｄプリンター〟で、鋳物作り
に挑戦！最先端機器の見学も。

対象u小学５年～中学３年生
日時u８月24日(日)12:20～16:30
会場uアルヴェ４階自然科学学習
館、新屋町の秋田県産業技術セン
ター(バスで移動) 先着u20人

対象u小学４年～６年生と保護者
日時u８月22日(金)9:00～11:00
会場u秋田大学

鉱業博物館(手形)
先着u30人

申込
８月５日(火)16:00から自然
科学学習館☎(887)5330

８月４日(月)8:30から
環境総務課☎(863)6862

申込

参加無料

自然科学学習館 
カ ガ ク

親子環境教室 
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