
定員u20人　申込u７月21日(火)まで
県立盲学校☎(889)8571

バスで移動し、浄水場や下水
処理場を見学します。利き水
や漏水探知体験も行います。
対象u小学４年～６年生の親子
日時u８月２日(日)9:00～15:30　
集合u上下水道局(川尻)か秋田駅東口
定員u10組(定員超は抽選)　
申込uはがき(１家族１通)に催し名、
住所、親子の氏名、年齢(学年も)、電
話番号、集合希望場所を書いて、７
月27日(月)(必着)まで、〒010-0945
川尻みよし町14-８ 上下水道局総務
課☎(823)8434

牛や豚がどうやってお肉になるか、
普段見ることができない食肉衛生検
査所(河辺神内)を見学。先着５組。
対象u小学４年～６年生と保護者
日時u８月６日(木)13:00～15:30
申込u７月21日(火)から食肉衛生検査
所☎(882)2396(9:00～16:00)

太平山奥岳登山とキャンプ生活の２
泊３日。キャンプファイヤーやバウ
ムクーヘン作りもあるよ！ 秋田駅東
口から無料の送迎バスが出ます。
対象u小学５･６年生　日時u８月７日
(金)13:30から９日(日)14:30まで
会場u太平山自然学習センター
参加費u6,000円(食費･保険料など)
定員u20人(定員超は抽選)
申込uはがきに、催し名、郵便番号、
住所、氏名、学年、年齢、電話･FAX

番号を記入して７月24日(金)(必着)
まで、〒01   0-0824 仁別字マンタラ
メ227-1 太平山自然学習センター

☎(827)2171

小学生と保護者が対象。舞台裏見学
や音響設備･照明機器の操作体験。
日時u８月４日(火)10:00～12:00　
先着u10組20人
申込u７月21日(火)9:00から中央公
民館☎(824)5377

小学４年生以下は保護者同伴で。粘
土で勾玉などのアクセサリー作り。
作品は、後日焼成(野焼き)してお渡
しします。先着20人。
日時u８月10日(月)10:00～12:00
会場u御所野地蔵田遺跡･弥生っこ村　
申込u７月21日(火)8:30から文化振
興室☎(866)2246

秋田城跡で発見された遺構･遺物を
写真で紹介します。
日時 u８月１日(土)から31日(月)ま
で、9:00～20:30　
会場uポートタワーセリオン２階　
問u秋田城跡調査事務所

☎(845)1837　

ものづくりや科学体験ブースなど。
会場は、①②が自然科学学習館(アル
ヴェ４階)、③がきらめき広場(アル
ヴェ１階)。いずれも直接会場へ。

自然科学学習館☎(887)5330
①中学校科学部ワークショップ　
日時u８月１日(土)･２日(日)、10:00
～12:00、13:00～15:00
②教職員によるワークショップ　
日時u８月４日(火)･５日(水)、10:00
～12:00、13:00～15:00

③きらめき de サイエンス　
大学生のサイエンスサポーターによ
る、化石のレプリカ作りやオリジナ
ルマグネット作りなど。
日時u８月８日(土)10:00～15:00

湧水を利用した打ち水パレード、も
のづくり体験(うちわ300円、陶芸
1,000円)、コンサート、フリーマー
ケット、飲食ブースなど。
日時u７月25日(土)13:00～20:00
会場u新政酒造跡地(新屋表町)ほか
問u新政酒造跡地活用推進協議会の
高橋さん☎080-1823-8084

講師は、南極観測隊で食事担当を経
験した、〝南極料理人〟西村淳さん。
日時u８月10日(月)14:10～16:10
会場u文化会館　先着u100人
申込u７月21日(火)から31日(金)まで
秋田市学校給食会☎(863)5828

■裁判所見学会 模擬裁判や質問コ
ーナーなど。対象u小学５･６年生と
保護者　日時u７月28日(火)9:45～
12:00　会場u秋田地方裁判所３階
先着u20組　申込u７月17日(金)～
23日(木)に秋田地方裁判所事務局総
務課夏休み見学会係☎(824)3121
■蓮フェスタ ハス茶の試飲、関連
グッズの販売など。ガイド付きの千
秋公園歴史探訪(要申込)なども実施
します。日時 u８月８日(土)･９日
(日)、10:00～15:30　会場uエリア
なかいち　問･申込uNPO秋田千秋は
すの会の鈴木さん☎(831)5373
■白百合保育園一輪車クラブの発表会
日時u８月９日(日)13:30～15:30　
会場u文化会館(入場券が必要です。
７月21日(火)9:00から同保育園へ)　
問u白百合保育園☎(823)5361
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８月６日(木)・20日(木)･27日(木)
９:00～12:00

８月 ６日(木)13:30～16:30
８月13日(木) ９:00～12:00
８月 ７日(金)13:00～16:00
８月11日(火) 13:00～16:00
８月14日(金)13:00～16:00
８月18日(火) ９:00～12:00   

直接、市役所１階の市民相談セ
ンターへどうぞ(順番は当日の先
着順。受け付けは15:30まで)。
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市民相談センター
行　政

予約は７月21日(火)8:30から、
市役所１階の市民相談センター
の窓口か電話で。☎(866)2039

＊「要予約」の相談の利用は、同一
年度内に１人各１回までです。

８月12日(水)13:00～16:00

８月13日(木)13:00～16:00

南部市民サービスセンター
北部市民サービスセンター
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いずれも小学生の親子または保護者
が対象の教室です。
■陶芸教室 対象u小学生の親子　日
時u７月28日(火)9:30～12:00　会場
u北部市民SC(キタスカ) 材料費u１人
500円　先着u８組　申込u７月21日
(火)9:00からキタスカ☎(893)5969
■料理教室 オムレツを作ります。
対象u小学生の親子 日時u８月２日
(日)9:30～12:00　会場u雄和市民
SC(ユービス) 材料費u１人400円
先着u８組　申込u７月21日(火)9:00
からユービス☎(886)5540
■クラフトバンドのかご作り 紙ひ
もでカラフルなかご作り。対象u小学
生と保護者 日時u８月３日(月)10:00
～12:00　会場u南部公民館
材料費u１組700円　定員u15組(定
員超は抽選。参加できないかたにの
み連絡します)　申込uはがき(１家族
１通)に住所、親子の氏名、学校名(学
年も)、電話番号を書いて、７月27日
(月)まで、〒010-0062 牛島東六丁
目４-５ 南部公民館☎(832)2457
■木工教室 プランターや本棚作
り。市役所から送迎バスあり。対象u

小学３年～５年生と保護者　日時u８
月４日(火)10:30～12:30　会場u太
平山自然学習センター　先着u15組
申込u７月21日(火)9:00から生涯学
習室☎(866)2245

いずれも小学生が対象の教室です。
■書道教室 秋田書道展の課題に挑
戦。日時u７月30日(木)･31日(金)、
9:30～11:30　会場u雄和市民SC(ユ
ービス) 先着u30人　申込u７月21
日(火)からユービス☎(886)5540
■夏休みわんぱく塾　バナナ＆クリ
ームチーズパン作り。日時u８月７
日(金)10:00～12:00　会場u北部市
民SC(キタスカ)　材料費u300円　
先着u20人　申込u７月22日(水) 
9:00からキタスカ☎(893)5969
■ももさだアートスクール　マーブ

リング染め(墨流し)の技法でオリジ
ナルのハンカチ作り。日時u８月９
日 (日 )10:00～ 12:00、 13:30～
15:30　会場uアトリエももさだ(新
屋) 受講料u1,000円　先着u各12
人　申込u７月18日(土)からアトリエ
ももさだ☎(888)8137(月曜休館)

①もういちど西洋絵画入門 千秋美
術館連続講座５回目。抽象表現主義
について、1950年代に活躍したニ
ューヨークスクールの画家たちの画
法の秘密に迫ります。同時代に活躍
した岡田謙三の作品も紹介。
日時u７月25日(土)14:00～15:30
会場u千秋美術館講堂　先着u50人
申込u千秋美術館☎(836)7860
②美術館スタンプを集めて企画展関
連グッズをゲット！　千秋美術館で
開催中の｢イングリッシュ･ガーデン｣
展を観覧するともらえるスタンプカ
ードに、中央街区３商店街の参加店
でスタンプを５個集めると、１回抽
選できます。景品は展覧会グッズや
商店街協賛品です。期間u８月30日
(日)まで(抽選は９月６日(日)まで)

時間は10:00～13:00(⑦のみ18:30
～20:30)。会場と申し込みは秋田
テルサへ。☎(826)1800
＊開催日(いずれも８月)、材料費、
定員の順で記載しています。
①巻き寿司u３日(月)、2,160円、20
人　②精進料理 u５日(水)、2,300
円、20人　③男子厨房に入る･炒り
卵のそぼろ丼u８日(土)、1,500円、
12人　④オムレット＆ラズベリーシ
ャーベットu20日(木)、2,160円、
12人　⑤食生活でロコモ予防u21日
(金)、2,160円、12人　⑥野菜ソム
リエのかぼちゃケーキとトマトムー
スu26日(水)、2,160円、10人　⑦
バナナチョコのショートケーキu26
日(水)、2,400円、12人

秋田藩の藩校｢明徳館｣について学び、
全国上位の学力の根源を探ります。
日時u８月20日(木)･27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u７月21日(火)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、７月21日(火)9:00から
女性学習センターへ。☎(824)7764
①アサーティブトレーニング入門
相手を尊重し、素直に自分の気持ち
を伝えるアサーティブを学びます。
日時u８月８日(土)10:00～16:00、
９日(日)10:00～15:30　
受講料u1,000円　先着u30人　
②子ども電話の受け手ボランティア
養成講座 相談電話「チャイルドラ
イン｣の受け手に必要なことを学び
ます。受け手にならなくても、講座
だけの受講もできます。日時u８月
８日 (土 )･９日 (日 )･23日 (日 )･30日
(日)、９月６日(日)、10:00～16:00　
受講料u各500円(全講座受講の場合
2,000円)　先着u30人

胸骨圧迫や人工呼吸など。
日時u８月１日(土)9:00～12:00　
会場u東地区コミセン 先着u10人
申込u７月18日(土)から城東消防署

☎(832)3404

■夏休み親子リサイクル体験
ラップの芯で万華鏡作り。参加者に
はエコバッグをプレゼント。対象u

小学２年生以下の親子　日時u８月
１日(土)10:00～12:00　会場uリサ
イクルプラザ(河辺豊成)　先着u10
組　申込u７月21日(火)9:00から秋
田市総合振興公社☎(829)3568
■知的障がい者へのボランティア体
験講座 日時u７月25日(土)、８月１
日(土)･８日(土)の13:30～16:00に
講義と実技(後日、施設での体験も)　
会場u市老人福祉センター、竹生寮
ほか 申込u７月22日(水)まで竹生寮
の斎藤さん☎(834)2577
■ボランティア講座　秋田総合支援
エリアかがやきの丘(上北手)にある３
校の紹介と研修など。対象u高校生以
上 日時 u８月６日(木)･７日(金)、
10:00～15:15　会場uかがやきの丘

・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

情報チャンネルa
■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

女性学
じょせいがく

習
しゅう

センターの講
こう

座
ざ

親
おや

子
こ

で体験
たいけん

しよう！

普
ふ

通
つう

救
きゅう

命
めい

講
こう

習
しゅう

会
かい

佐
さ

竹
たけ

史
し

料
りょう

館学
かんがく

習
しゅう

講
こう

座
ざ

テルサの料
りょう

理
り

教
きょう

室
しつ

(８月)

夏休
なつやす

み！ いろいろチャレンジ

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

①

千
せん

秋
しゅう

美
び

術
じゅつ

館
かん

へ行
い

こう！

広報あきた　平成27年７月17日号23


