
＊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。

(9:30～10:05）②広小路u山王大
通りu八橋運動公園前までの片側３
車線(おおむね10:00～10:30)　③
秋田中央道の駅東口u山王区間(9:50
～10:20)　④臨海十字路u秋田県JA
ビルu県庁前までの片側1車線(おお
むね10:20～11:00)　問u大会事務
局(NPO法人トップスポーツコンソ
ーシアム秋田内)☎(863)6415

■秋田駅ぽぽろーど西口(トピコ前)
で直売 新鮮な朝採り野菜などを生
産者が直売します。日時u10月８日
(水 )･15日 (水 )･22日 (水 )･29日 (水 )、
10:00～16:00　問u農業農村振興
課☎(866)2116
■秋田大学地域交流朝市 県内の特
産品販売や青空コンサートなど。日
時u10月11日(土)9:00～13:00　会
場u秋田大学手形キャンパス・インフ
ォメーションセンター前　問u秋田
大学地域創生課☎(889)2844
■土崎みなと朝市 日時u10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)

■秋田県司法書士会の法律相談会
登記、相続、借金などの相談に司法
書士が応じます。日時u10月４日(土)
10:00～16:00　会場･問u秋田県司
法書士会館(山王)☎(824)0187
■不動産相談会 土地の価格や相続
などの相談に不動産鑑定士が応じま
す。地図など資料をお持ちください。

日時u10月６日(月)13:30～16:30　
会場uにぎわい交流館４階　問u秋田
県不動産鑑定士協会☎(862)4506
■精神障がい者家族相談 日時u10
月17日(金)10:00～15:00　会場u

市老人福祉センター２階 問uNPO
法人秋田けやき会☎(833)1580
■障がい児者総合相談会 就労や生
活の相談に応じます。日時u10月19
日(日)13:30～16:00　会場u遊学舎
(上北手)　問u障害者生活支援センタ
ーほくと☎･FAX(873)7804
■法律相談 法律、相続などの相談
に石田英憲弁護士が応じます。
日時u10月20日(月)10:00～12:00　
会場u市老人福祉センター　先着u６
人　申込u10月６日(月)10:00から市
社協ふれあい福祉相談センター

☎(863)6006(電話のみ)

■薬物依存者の回復施設｢秋田ダルク｣
フォーラム 講演やアトラクション。
日時u10月11日(土)10:00～16:10　
会場u遊学舎(上北手) 資料代u500円
問u秋田ダルク☎(827)3668
■あきたバラ愛好会の｢秋バラ観賞
会｣ 日時u10月11日(土)･12日(日)、
10:00～15:00　会場u遊学舎(上北
手)　問uあきたバラ愛好会の鈴木さ
ん☎090-5839-9959
■秋田バラ会の｢秋のバラ展｣
日時u10月12日(日)10:00～15:00　
会場uセリオン(土崎)　問u秋田バラ
会の岩渕さん☎090-4553-0857
■秋田清掃登山連絡協議会の登山
集合場所は市役所駐車場。参加費は
各500円。①栗駒清掃登山…10月

12日(日)5:00集合　②鳥海山獅子ケ
鼻湿原散策…10月26日(日)6:00集
合　申込u同協議会の大山さん

☎080-1654-5240
■遺族の集い｢コスモスの会」　大切
な人を自死や災害死などで突然失っ
たかたが対象の集いです。遺族の個
人ケアも(要予約)。日時u10月18日
(土)13:00～15:00(個人ケア15:20
～16:00)　会場 u県社会福祉会館
お茶代u300円　申込u10月17日(金)
まで秋田グリーフケア研究会☎080-
5000-8706(平日10:00〜16:00)
■認知症の人の家族のつどい ご家
族の交流の場です。日時u10月19日
(日)13:30～15:30 会場uにぎわい
交流館研修室 問u(公社)認知症の人
と家族の会秋田県支部☎(866)0391
■雄和神ヶ村観光栗園が開園 会場
は温泉ユアシスから由利本荘市方面
へ約2km。入園は無料ですが拾い栗
は1㌔400円。栗が無くなり次第閉
園します。日時u10月11日(土)･12
日(日)･13日(月)･18日(土)･19日(日)、
9:00～16:00　問u神ヶ村自治会の
小縄さん☎090-1062-8324
■赤い羽根共同募金 日時u10月８日
(水)13:30～15:00 会場uアゴラ広場　
問u市社会福祉協議会☎(862)7445
■ワークパルに加入しませんか
ワークパルは中小企業で働くかた
へ、福利厚生を提供する団体です。
現在、11月30日(日)まで新規加入事
業所を対象にキャンペーンを実施
中。新規加入は入会金無料のほか、
図書カードなどを贈呈します。詳し
くはお問い合わせを。問uワークパ
ル(秋田テルサ内)☎(889)8986

各
かく

種
しゅ

無
む

料
りょう

相
そう

談
だん

へどうぞ

新鮮
しんせん

がいちばん！

問い合わせ

アルヴェ１階きらめき広場

農林総務課☎(866)2115

公募した秋田市地域特産品アイデアコンテスト
のグランプリを発表！ 表彰式のほか、先着100人
に、一般部門、事業者部門それぞれのグランプリ
作品を無料で試食してもらいます。司会は、秋田
住みます芸人の｢ちぇす｣。ぜひお越しください！

農産物･農産加工品･工芸品の即売会…国民文化祭
期間中、アルヴェで行う｢しみん大文化祭｣の協賛
イベント。10月12日(日)･13日(月)、10:00～16:00。
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65歳以上のかたが対象です。参加無
料。直接会場へお越しください。

■３B体操 動きやすい服装で。
日時u10月８日(水)10:00～12:00　
会場u八橋老人いこいの家☎(862)6025
■演歌･歌謡教室 筆記用具を持参。
日時u10月９日(木)10:00～12:00　
会場u飯島老人いこいの家☎(845)3692
■ハーモニカ演奏を楽しもう
日時u10月16日(木)10:00～12:00　
会場u大森山老人と子どもの家☎(828)1651

いきいきサロン

10月12日(日)13:00～14:00
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ハイキングや草木染め、ピザ作り。
対象u中学生以下のお子さんと家族
日時u10月25日(土)10:00(一泊)～
26日(日)14:30解散　会場u太平山自
然学習センターまんたらめと周辺　
参加費u１家族3,000円程度(草木染
め材料費2,000円程度含む)に加え、
小学生以上1人3,000円、未就学児
１人2,700円　定員u13家族(抽選)
申込uはがき(１家族１枚)に、住所、
氏名(全員)、電話･FAX番号を書いて、
10月11日(土)(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｢秋のファミリ
ーキャンプ｣係☎(827)2171

河辺･雄和地域を満喫！ 鵜養地区の
散策や味噌作り体験など。先着15人。
日時u10月17日(金)9:30～15:00　
集合u河辺市民サービスセンター(バ
スで移動)　昼食代などu3,000円　
申込u10月６日(月)10:00から農業農
村振興課☎(866)2116

■鳥海山獅子ケ鼻湿原トレッキング
対象u小･中学生の親子 日時u10月
18日(土)8:45～16:00　集合u北部
市民サービスセンター(バスで移動)
参加費u１組500円　先着u10組　申
込u10月７日(火)9:00から北部市民
サービスセンター☎(893)5969
■紅葉ウオーキング(太平山リゾート
公園周辺) 終了後は温泉に入浴も。
日時 u10月26日(日)9:00～12:00
集合uクアドーム ザ･ブーン　参加費
u600円　先着u50人　申込u10月６
日(月)9:00から17日(金)まで、太平
山観光開発(株)☎(827)2001

日時 u10月13日 (月 )、開始時間は
9:30～10:30(スタート地点により
異なります) スタート地点u秋田城
跡東門、アトリエももさだ(新屋)、
一つ森公園、アルヴェ、あきぎんス

タジアム(八橋球技場）ゴール地点u

全コースともあきぎんスタジアム　
申込･問u各地区の体育協会か秋田市
体育協会事務局(あきぎんスタジアム
内)にある申込用紙で。詳しくは同協
会事務局へ。☎(896)5331

秋田商業高校の生徒たちが、オリジ
ナル商品の開発･販売･広告宣伝など
を行う｢AKISHOP(アキショップ)｣。
今年のテーマは〝花〟。秋田県産の食
材を使ったアイデア商品の販売や、
餅つきなど楽しいイベントも！
日時u10月25日(土)9:00～15:00　
会場u仲小路商店街、秋田市民市場
問u秋田商業高校☎(823)4308

■東日本大震災チャリティーイベン
ト･つながる青空市 来場者参加型
イベントの〝みんなで作る心の絵本
づくり〟やちびっこ縁日、物販など。
日時u10月５日(日)10:00～16:00
会場･問u｢クラフト北｣前の広場(外旭
川字前谷地41-1)☎(847)2007
■花とみどりのふれあいまつり 花
の寄せ植え教室(定員40人、要申込)、
苔玉作り(先着50人)やチューリップ
の球根植え付け(先着100人)、ウオ
ークラリーゲーム(先着50人)など。
日時u10月11日(土)9:30～12:00
会場u御所野総合公園　申込･問u10
月６日(月)9:00から秋田市総合振興
公社緑地課☎(829)0221
■雄和華の里秋フェスタ グラウン
ドゴルフや演奏会(12日14:00～)な
ど。日時u10月11日(土)･12日(日)、
10:00～16:00　会場u雄和華の里
エリア(雄和妙法)　問u道草教養大学
の鎌田さん☎090-1734-2004
■全県商工会おもてなしまつり ご
当地グルメの販売やステージイベン
ト、秋田犬ふれあいコーナーなど。
日時u10月11日(土)･12日(日)･13日
(月)、10:00～20:30(13日は16:00
まで)　会場uアゴラ広場ほか 問u秋
田県商工会連合会☎(863)8495
■であいのこんさぁと 国民文化祭
県民参加事業。障がいがあるかたや、
周りのかたによる詩の朗読と歌。来
場者に花の鉢植えをプレゼント。日
時u10月12日(日)13:00～　会場u県

児童会館子ども劇場　入場料u300
円(中学生以下250円)　問u事務局の
星野さん☎090-5230-6888
■国際教養大学･AIU祭　留学生との
交流企画や子ども向けイベントなど、
催し盛りだくさん！　日時u10月12
日(日)･13日(月)、9:30～17:00
会場･問u国際教養大学☎(886)5900
■昔のあそび大集合 コマ遊びや折
り紙、しゃぼん玉などを楽もう！
日時u10月13日(月)11:00～12:00　
会場u川端角のレトロ博物館(大町)　
申込u10月11日(土)17:00まで㈱ド
リームリンク☎(863)9999
■南浜地域活動支援センター(新屋)
ふれあいまつり 踊りやカラオケ、
喫茶、物品販売、作品展示など。
日時u10月18日(土)9:30～14:30　
会場･問u同センター☎(867)1650
■あきた国際フェスティバル 世界
の舞踊や音楽のステージ、世界の食
のブースなど。日時u10月18日(土)･
19日(日)、10:00～17:00(19日は
16:00まで) 会場uアトリオン
問u県国際交流協会☎(893)5499
■秋田市社会福祉大会 タップダン
スのステージや、災害時の助け合い
をテーマにした講演など。
日時u10月30日(木)13:30～16:10
会場u文化会館大ホール
問u市社会福祉協議会☎(862)7445

当日の交通規制にご協力ください。
■10月12日(日)の全国高校駅伝秋田
県予選大会 男子＝10:00に八橋陸
上競技場スタートu山王十字路折り
返しu臨海･雄物大橋u新屋方面u秋田
南大橋u御所野方面u荒巻南･城東十字
路u手形山･外旭川新設道路u四ツ谷街
道u国道7号u八橋陸上競技場ゴール
女子＝11:30に一つ森公園西側駐車
場スタートu荒巻南交差点u以後男子
と同じ　問u秋田県高等学校体育連
盟☎(833)8080(秋田南高校内)
■10月19日(日)の秋田国際ファミリ
ーマラソン大会 ＊( )内は規制時間。
①和洋女子高校前u千秋公園中土橋

・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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