
旧町名と土地の歴史を学びながら、
中通～千秋公園～大町の約５㌔を歩
きます。小学生以下は保護者同伴。
日時u９月27日(土)9:00～(受け付け
は8:00～)　集合uエリアなかいち
参加費u200円(中学生以下無料)
問uNPO法人スポーツインフォメーシ
ョンシステムズ☎(883)1133

対象u東部地区の小学生
と保護者　日時u10月11
日(土)9:20～13:00　集合u東部公民
館 先着u10組　参加費u１人300円
申込u９月22日(月)9:00から東部公
民館☎(834)2206

対象は高校生以上(心臓ペースメーカ
などの機器使用者は不可)。超伝導体
のマイスナー効果など。先着20人。
日時u10月12日(日)13:00～14:30
会場uアルヴェ４階自然科学学習館
申込u９月24日(水)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330(月曜休館)

■体操(小学生の部) 日時u10月19
日(日)10:00～ 会場u市立体育館
サブアリーナ 参加費u500円　
申込u10月11日(土)まで秋田市体操協
会の藤澤さん☎090-4314-1324
■柔道 日時u10月26日(日)9:00～
会場u県立武道館　参加費u1,000円
(中学生以下700円）　申込u10月４
日(土)まで秋田市柔道連盟の藤原さん

☎(873)2689
■ライフル射撃 日時u10月26日
(日)10:00～ 会場u県立総合射撃場　
申込u10月25日(土)まで秋田市ライフ
ル射撃協会の小川さん

☎090-3759-1710
■弓道(高校の部) 日時u11月３日
(月)9:00～ 会場u県立武道館弓道場　
申込u10月20日(月)まで秋田市弓道連
盟の小松原さん☎(889)6789
Eメール onoba693@ybb.ne.jp
■タグラグビー 日時 u11月９日
(日)9:00～ 会場u県立武道館　参加
費u１チーム100円　申込u10月４日

(土)まで秋田市ラグビーフットボール
協会の佐藤さん☎090-3362-8587

中央図書館明徳館で活動している文
化団体のみなさんによる活動発表会。
団体u石井露月研究会、賢治童話に親
しむ会、秋田市民郷土史懇話会、秋
田連句協会、めるへんくらぶ、との
ぐち会、あかね句会、明徳館古文書
解読研究会、明徳こんわ会、明徳館
ボランティアの会　
日時u10月７日(火)10:00～12:00
会場･問u中央図書館明徳館

☎(832)9220

セミナーと異業種交流会。ともにが
んばる仲間を作ろう！ 先着50人。
対象u市内で働く入社１年目の新卒新
入社員　日時u10月17日(金)14:00
～20:00　会場u県社会福祉会館(旭
北栄町)　懇親会費u4,000円
問･申込u10月６日(月)までヒューマ
ンアカデミー仙台校☎022-262-
5674…詳しくは商工労働課ホーム
ページをご覧ください
http://www.city.akita.akita.jp/wp/inpr/

■講演会｢生活と平和の祈り･琵琶弾
き語り｣ 演奏は秋田県琵琶連盟会長
の中田朝水さん。日時u９月21日(日)
10:00～11:30　会場u南部市民サー
ビスセンター(御野場) 参加費u500
円　定員u100人　申込u夢･未来塾の
花田さん☎(839)4342
■シルバー文化祭 老人クラブ会員の
芸能発表。日時u９月22日(月)10:00
～15:00　会場u文化会館大ホール
問u秋田市老人クラブ連合会

☎(866)1341(内131)
■草生津川コスモスロードまつり　
子ども綱引き、茶席、ミニコンサー
トなど。日時u９月27日(土)10:00～
会場uコスモス広場(八橋大道東橋た
もと)　問u草生津川コスモスロード
実行委員会☎(865)6147
■チャリティーバザー 日時u９月
27日(土)11:00～　会場uにぎわい交
流館アート工房　問u国際ソロプチミ
スト秋田の西村さん☎(833)0661

■あいらんど庭園 国民文化祭県民
参加事業。庭づくり公開、現代箱庭コ
ンクールなど。日時u10月３日(金)か
ら15日(水)まで、10:00～16:00(５
日(日)14:00～、先着100本の苗木プ
レゼント)　会場u中通の産業会館跡地　
問u秋田県造園協会☎(824)2737
■川尻朝市 新鮮野菜などを直売。
日時u10月４日(土)9:30～11:00　
会場u川尻総社神社境内(なるべく公
共交通機関でご来場ください)
問u農業農村振興課   ☎(866)2116
■秋田少年鑑別所(八橋本町)の施設見
学会　性格検査の体験、矯正護身術の
実演など。日時u10月４日(土)10:00
～11:30と13:30～15:00 定員u

各20人(高校生以下は保護者同伴)　
申込u秋田少年鑑別所☎(862)3771
■消費者問題講演会　｢消費者力アッ
プでトラブル防止～巧妙化する悪質商
法｣と題して、村 千鶴子弁護士が講演
します。日時u10月６日(月)13:30～
15:30　会場u文化会館 先着u300人　
申込u県生活センター☎(836)7806
■太平山前岳登山　対象u小学５年生
以上(小･中学生は保護者同伴)　日時
u10月13日(月)8:30～14:30　集合
uザ･ブーン 参加費u2,200円　定員
u25人(抽選)　申込u10月３日(金)ま
で太平山観光開発☎(827)2001
■グラウンド･ゴルフ交流大会　日時
u10月13日(月)7:30～　会場u太平山
グラウンド･ゴルフ場　参加費u1,000
円 先着u320人　申込u10月３日(金)
まで。詳しくは秋田市グラウンド･ゴ
ルフ協会の高橋さん☎(845)7338
■｢キッズビジネスタウン｣に参加す
る小学生を募集　高校生が模擬的に
開設した街で、就業･買い物体験を行
います。日時u10月25日(土)10:00
～15:00　会場u秋田商業高校　参加
費u500円　定員u300人　申込u締め
切りは９月26日(金)。申込方法など
詳しくは、同高校の石田さんへお問
い合わせください。☎(823)4308
■ハロウィン･ウォーク in 仲小路
日時u10月25日(土)11:00～15:00
保険料u100円 先着u500人
申込u９月20日(土)から、秋田駅トピ
コcaoca広場、にぎわい交流館受付
にある申込用紙で　問u仲小路振興会
(食器の境田内)☎(834)3604
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対象は中学生以上。タタラ板(同じ
厚さに切った粘土)で長方皿作り。
日時u10月４日(土)10:00～12:00
と13:00～15:00の２回　
会場uアトリエももさだ(新屋)
受講料u1,500円　定員u各８人　
申込u９月20日(土)9:00からアトリ
エももさだ☎(888)8137(月曜休館)

南部公民館に集合してバスで移動。　
対象u山歩きが可能で健康な初心者
日時u10月９日(木)8:30～16:00　
参加費u2,400円　定員u15人(抽選)
申込u往復はがきに催し名、郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号を記入し
て、９月30日(火)(必着)まで
〒010-0062 牛島東六丁目4-5 
南部公民館☎(832)2457

高校生以上が対象。魔法の鍋｢ダッチ
オーブン｣でアウトドア料理作り。
日時u10月19日(日)10:00～15:00　
会場u太平山自然学習センター
材料費u1,500円　定員u16人(抽選)　
申込uはがきに催し名、郵便番号、
住所、氏名(ふりがな)、年齢、電話
番号、FAX番号(ある場合)、参加人
数(グループの場合)を書いて、９月
20日(土)～26日(金)に〒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

仁井田浄水場、水の学習館、八橋下
水道終末処理場を見学(バス移動)。
利き水体験や漏水探知体験など。昼
食は自己負担。定員20人(抽選)。
日時u10月16日(木)9:00～15:30　
集合u秋田駅東口か上下水道局(川尻)　　
申込u10月６日(月)まで上下水道局総
務課☎(823)8434

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、９月24日(水)9:00から勤労青
少年ホームへ。☎(824)5378
■文化と食のコミュニケーション
アメリカの文化とハワイ料理(ロコモ
コ)を学びます。日時u10月14日(火)･21
日(火)、18:30～20:30(21日は調理)
参加費u800円　先着u16人　
■手作りはんこで新年のご挨拶　年
賀状用に来年の干支のはんこ彫り。　
日時u10月16日(木)18:30～20:30　
参加費u1,600円　先着u15人　
■美文字へのポイントレッスン　日
時u10月28日(火)、11月４日(火)･11
日(火)、19:00～20:30　先着u18人

会場はサンパル秋田(文化会館内)。
申し込みは９月22日(月)9:00から女
性学習センターへ。☎(824)7764
■｢コミュニケーションカフェ｣～ア
サーティブに語ろう アサーティブ
(自分も相手も大切にして自分の気
持ちを伝える技法)を楽しく学びま
す。日時 u９月27日 (土 )13:30～
15:00　お茶代u100円　定員u20人
■街角ウオッチング～ふしぎ発見～　
バスで秋田市を離れ、知らない街を
歩いて観察します。車中では新聞記
事を読み解く学習も。先着20人。
日時u10月６日(月)9:30～15:00
■アサーティブトレーニング(女性が
対象) 講師は、フェミニストカウン
セラーの松葉谷温子さん。日時u10月
２日(木)から30日(木)までの木曜日に
４回、18:30～20:00　定員u20人
■生活設計セミナー　賢いお金との
つきあい方や悪質商法の手口など。
日時u10月14日(火)･21日(火)･28日
(火)、10:00～11:30　定員u30人

■就活ノウハウ集中セミナー 自己
分析、応募書類作成、面接対策など。
対象u44歳までの就職活動中のかた
(学生を除く) 日時u10月２日(木)･３
日(金)、10:00～16:00 会場u秋田
テルサ５階　定員u17人　申込uフレ
ッシュワークAKITA☎(826)1735
■高齢者･軽度障がいがあるかたの
パソコン教室　日時u10月７日(火)か
ら30日(木)までに８回、10:00～

12:00　会場u遊学舎　受講料･テキ
スト代u9,260円　定員u10人　
申込uNPO法人あい☎(829)1113
■グリーンリボンキャンペーン公開
講座　臓器移植への理解を深める講
演など。日時u10月12日(日)13:30～
16:00　会場u県総合保健センター２
階大会議室　問u(公財)あきた移植医
療協会の佐々木さん☎(832)9555
＊10月５日(日)10:00～12:00、ぽ
ぽろーどなどで｢臓器移植推進街
頭キャンペーン｣も行います。
■介護福祉士国家試験対策講座＆模
擬試験　日時u講座は10月25日(土)
8:50～17:00、模擬試験は11月８
日(土)10:00～15:25　会場u県社会
福祉会館　受講料u11,350円(テキ
スト代別)　先着u120人　申込u締め
切りは９月26日(金)。申込方法など
詳しくは、県社会福祉協議会へお問
い合わせください。☎(864)2775

あきたこまちの手刈り収穫、きりた
んぽ作り、まき割り、野菜収穫を体
験して農業の魅力を実感。先着15人。
日時u10月10日(金)10:00～15:00
会場u農家民宿｢重松の家｣(上新城)
参加費u2,000円(昼食代含む)
申込u９月24日(水)10:00から農業農
村振興課☎(866)2116

対象は小学１･２年生。花公園での
ハイキング、妙見山登山、野外クラ
フト、きりたんぽ作りなど。秋田駅
からの送迎バスもあります。
日時 u10月11日 (土)10:00～12日
(日)14:00の１泊２日　会場u太平山
自然学習センター　参加費u3,000
円　定員u男女各12人(抽選)
申込uはがきに催し名、郵便番号、住
所、氏名(ふりがな)、学年、性別、
電話番号、FAX番号(ある場合)を書
いて９月26日(金)(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

情報チャンネルa さわやかに歌える秋のうた探す 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

講　座

・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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