
に集合してバスで移動)　参加費u１
組2,000円、保険料１人40円　
先着u10組　申込u６月８日(月)9:00
から河辺市民SC☎(882)5171
■チャレンジ家族｢鳥海山桑ノ木台
湿原トレッキング｣ 対象u小･中学
生の親子 日時u６月21日(日)7:45
～15:00　集合u北部市民SC(バスで
移動)　参加費u１組500円　
先着u10組　申込u６月９日(火)9:00
から北部市民SC☎(893)5969

植物･野鳥などを観察しながら秋田
城跡史跡を歩きます。先着15人。
日時u６月20日(土)9:00～11:00　
会場u秋田城跡史跡公園(寺内)
申込u６月８日(月)8:30から秋田城跡
調査事務所☎(845)1837

■秋田県森の案内人協議会｢八幡平森
林セラピーロードでリフレッシュ｣
蒸
ふけ

ノ湯で入浴も。日時u６月19日
(金)6:30～18:00　集合u河辺のプラ
ザクリプトン(バスで移動)　参加費
u4,000円(入浴料別)　先着u40人　
申込uプラザクリプトン☎(882)5009
■清掃登山 ①秋田駒ケ岳(国見)u６
月21日(日) ②森吉山u７月５日(日)
③鳥海山u７月19日(日)　集合u5:00
に秋田市役所臨時駐車場　参加費u各
500円　申込u秋田清掃登山連絡協議
会の大山さん☎080-1654-5240
■秋田県山岳連盟の森吉山登山
日時u６月28日(日)6:00～19:00　
集合u秋田県庁前(バスで移動)
参加費u5,000円(小学生以下4,000
円)　先着 u20人 申込 uはがきか
FAX、Eメールで、〒010-1421 仁
井田本町四丁目5-35 藤原健一さん
☎090-8784-2963･FAX(839)3200
Eメール fuji-ken2@mint.odn.ne.jp
■太平山登山にチャレンジ K2(世
界第２位の高峰)に日本人女性として
初登頂し、現在フォトグラファーと
して活躍する小松由佳さん(秋田市出
身)と一緒に登ります。 荒天時は中
止。対象u小学５年以上(小学生は保
護者同伴)　日時u７月20日(月)6:50
～18:15(秋田駅東口で集合･解散。
バスで移動)　参加費u3,900円、中

学生以下2,900円(軽食代、ザ･ブー
ン入浴料など含む)　先着 u40人
申込u６月９日(火)9:00から７月５日
(日)17:00まで太平山観光開発(株)

☎(827)2001

葉の繊維質が多いゾウの
フンを使って｢ゾウさん
ペーパー｣を作ります。
日時u６月21日(日)13:30～14:30　
会場u大森山動物園　入園料u720円
(高校生以下無料)　定員u20組(抽選)　
申込u６月12日(金)まで大森山動物園

☎(828)5508

■春バラ観賞会 日時u６月６日(土)･
７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
■未来まちづくるくるくるワークショップ
NPO法人新屋参画屋主催のまちづく
りワークショップ。詳しくはお問い合
わせください。対象u15歳以上で過
去、現在、未来いずれかで新屋に関
係があるかた　日時u６月７日(日)･28
日(日)、７月26日(日)、９月27日(日)、
13:30～16:30 会場u西部市民SC
問･申込u同実行委員会の田村さん
☎(838)0349(平日9:00～18:00)
■山本萌 白

しら

榊
さか

ケイ ワークショップ
と舞踏公演 市文化振興助成事業。
秋田市出身の舞踏家･土方

ひじか た

巽
たつみ

の没後
30周年プレイベント。日時u６月７
日(日)11:00～15:30　会場u旧金子
家住宅(大町)　入場料u1,000円　
問u土方巽記念秋田舞踏会実行委員
会☎(864)1179
■土崎みなとふくまつり　おいしい
ふぐ料理を、土崎地区の飲食店９店
舗で特別価格で提供します。詳しく
はお問い合わせください。
期間u６月８日(月)から13日(土)まで
問uみなと土崎ふぐの町活性化協議
会(海の宝箱)☎(827)5607
■オープンガーデン秋田 庭作りが
趣味のかたの庭を、６月10日(水)か
ら14日(日)まで公開します。場所な
ど、詳しくはお問い合わせください。
問uオープンガーデン秋田の会の三
浦さん☎(868)3380

■森林(もり)の市 木工品の展示販
売やクラフト作成、苗木プレゼント
など。日時u６月13日(土)10:00～
14:00　会場uアゴラ広場、仲小路
問u東北森林管理局☎(836)2214
■さつき花季展示会 日時u６月14日
(日)から16日(火)まで、9:00～17:00　
会場u北部市民SC 問u秋田市さつき
愛好会の村上さん☎(845)5854
■マンドリン音楽祭　日時u６月14
日(日)14:00～　会場uアトリオン音
楽ホール 入場料u1,000円(高校生
以下500円)　問u実行委員会事務局
の鶴田さん☎090-3644-6416
■明徳館こんわ会セミナー･石井露月
雄和出身の俳人･石井露月の生涯をた
どります。日時u６月17日(水)10:00
～12:00 会場uほくとライブラリー
明徳館(中央図書館明徳館)　申込u同
会事務局の宮田さん☎(831)4072
■マイナンバー制度セミナー 秋田
北法人会と秋田南法人会の共催。日
時u６月18日(木)14:00～16:00 会
場uユースパル(寺内) テキスト代な
ど u1,000円(非会員は2,000円）
定員u70人　申込u６月12日(金)まで
(公社)秋田北法人会☎(845)8078
■赤十字･愛の芸能祭
民謡、舞踊など。日時u６月21日
(日)12:00～ 会場u県民会館(千秋)　
入場料u1,000円　問u日本赤十字社
秋田県支部☎(864)2731
■ウェスターファミリーコンサート　
出演はジャズユニット｢ハッピート
コ｣。日時 u６月21日(日)13:30～
15:00 会場u西部市民SC１階　
問u西部地域住民自治協議会(西部市
民SC内)☎(828)4217
■三曲演奏会 箏や尺八など。日時
u６月21日(日)14:00～　会場uアト
リオン音楽ホール 入場料u1,000
円(高校生以下無料)　問u秋田県三曲
連盟の金さん☎(866)2605
■被爆ピアノ朗読コンサートの群読
参加者を募集 ９月27日(日)に県児
童会館で開催する、広島で被爆し復
元されたピアノを使った朗読コンサ
ートで群読するかたを募集します。
対象は小学1年生以上。詳しくはお
問い合わせください。
申込u６月20日(土)まで同実行委員会
の安倍さん☎080-1835-8087

秋
あき

田
た

城
じょう

跡
あと

史
し

跡探訪会
せきたんぼうかい

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

②

ゾウのフンで紙
かみ

すき体験
たいけん

深
しん

緑
りょく

の山々
やまやま

へ

＊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。 22



■おやこものづくり教室･紙コプタ
ー作り 対象u小学生以上とその保護
者 日時 u６月20日 (土 )13:00～
14:30　会場uアルヴェ 先着u20人
申込u６月９日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330(月曜休館）
■親子｢ガラスボトルクラフト｣教室
空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れを作ります。対象u小学
３年生以上の親子 日時u６月27日
(土)9:30～11:30　会場u雄和市民
SC 先着u８組　申込u６月８日(月)
9:00から雄和市民SC☎(886)5540
■草木染め教室　身近な草木でスト
ールなどを染めます。日時u６月25
日(木)13:30～15:30　会場u北部公
民館　材料費u1,600円　先着u20人
申込u６月８日(月)9:00から北部公民
館☎(873)4839
■キラキラビーズでおしゃれなしお
り作り　対象u39歳以下のかた　
日時u６月30日(火)19:00～20:30　
会場uサンパル秋田(文化会館内)　
材料費u1,000円　先着u８人　
申込u６月８日(月)12:00から勤労青
少年ホーム☎(824)5378

卸売市場で取り扱う果物と野菜の試
食会など。定員25人(抽選)。
対象u20歳以上(未就学児の同伴は不
可)　日時u６月下旬から３月までに
12回(原則平日)、10:00～12:00　
会場u市卸売市場管理棟(外旭川)
申込uはがきに催し名、住所、氏名、性
別、年齢、電話番号を書いて、６月９
日(火)(必着)まで、〒010-0802 外旭
川字待合28 秋印秋田中央青果
(株)☎(869)7222(9:00～14:00)

時間は10:00～13:00(⑥のみ18:30
～20:30)。会場と申し込みは６月
８日(月)10:00から秋田テルサへ。

☎(826)1800
＊開催日(いずれも７月)、材料費、

定員の順で記載しています。
①パウンドケーキほかu２日(木)、
2,160円、12人　②ナス料理u６日
(月)、2,160円、20人　③笹餅、雲
平u８日(水)、2,160円、16人　④寒
天料理u10日(金)、2,160円、20人
⑤男子厨房に入る･明太子チーズオム
レツu11日(土)、1,500円、12人　⑥
ブルーベリーパイu22日(水)、2,500
円、12人 ⑦夏の洋風おもてなし
u24日(金)、2,160円、20人　⑧親子
クッキング･ホットドックu29日(水)、
1,950円、12組　⑨夏の和風おもて
なしu31日(金)、2,160円、20人

高校生以上が対象です。水彩絵の具
や色鉛筆などの描画材料について解
説します。用具の使い方体験も。
日時u６月12日(金)18:00～19:30　
会場u秋田公立美術大学　定員u15人　
申込uアトリエももさだ

☎(888)8137(月曜休館)

｢温泉×地域～湯治場から考える地域
コミュニティ｣と題して、鹿角市･銭
川温泉の後継者の阿部湖十恵

こ と え

さんが
話します。定員25人。
日時u６月24日(水)18:30～20:30
会場uアルヴェ３階市民交流サロン
申込u６月23日(火)19:00まで市民交
流サロン☎(887)5312

｢秋田藩町触集｣などの資料から、当
時の武士と町方について学びます。
日時u６月18日(木)、７月２日(木)･９
日(木)･16日(木)、13:30～15:30
会場uほくとライブラリー明徳館
資料代u510円　先着u30人　
申込u６月８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８日(月)から女性学
習センターへ。☎(824)7764
■IT講習･エクセル初級 対象u講習を
再就職･社会活動に活かすかた　日時
u６月16日 (火 )･17日 (水 )、10:00～
15:00 受講料u1,500円 先着u10人

■コミュニケーションカフェ 自分
も相手も大切にして上手に自分の気
持ちを伝える｢アサーティブ｣を学び
ます。日時u６月20日(土)13:30～
15:00　お茶代u100円 定員u20人
■ワークライフセミナー･健康と医
学コース 明日の元気を取り戻す、
心の健康など。日時u６月25日(木)、
７月２日 (木 )･９日 (木 )･16日 (木 )、
18:30～20:00　定員u20人　
■再就職応援講座｢ファイナンシャ
ル･プランニング技能士資格試験の
ポイント｣ 指定のテキスト(有料)を
各自準備。日時u６月25日(木)、７月
２日(木)･９日(木)･16日(木)･23日(木)、
10:00～12:00　定員u20人

■会場が東部公民館 日時u６月14
日(日)9:00～12:00　先着u20人
申込u６月６日(土)から城東消防署広
面出張所☎(832)2736
■会場が土崎消防署 対象u中学生以
上　日時u６月28日(日)9:00～12:00
先着u10人　申込u６月７日(日)から
土崎消防署☎(845)0285

■声楽入門講座･歌は人生を楽しく
する～声の出し方、歌い方のヒント
日時u６月13日(土)13:30～15:30　
会場u秋田大学60周年記念ホール(手
形) 定員u100人 申込u秋田大学地
域創生課☎(889)2270
■ガーデニングスクール～ハーブの
育て方 日時u６月19日(金)10:00～
11:00 会場u一つ森公園コミュニ
ティ体育館　参加費u500円　先着
u30人　申込u６月８日(月)9:00から
秋田市総合振興公社☎(829)0221

■親子農業体験ふるさと塾 対象u全
日程参加できる小学生の親子 日時u

６月20日(土)、８月１日(土)、９月12
日(土)、10月31日(土)、9:00～12:00
会場u河辺岩見三内地区(河辺市民SC

・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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