
学校体育館) 入場料u300円　
問u油谷これくしょん☎(893)4981
■国際ソロプチミスト秋田･チャリ
ティーバザー 日時u10月11日(日)
10:00～　会場uにぎわい交流館２
階アート工房 問u国際ソロプチミ
スト秋田の竹島さん☎(862)6611
■10月の連休はクアドーム ザ･ブーンへ！
入館料u大人510円、中･高生410
円、３歳～小学生300円　
問u☎(827)2301
①10月12日(月)14:00～14:30、プ
ールエリアで、幼児～小学生を対象
にしたお楽しみイベントを開催しま
す。景品、参加賞あり。先着50人　
②10月10日(土)から12日(月)まで、
２階レストラン｢太平

おいだ ら

｣では、｢体育
の日｣にちなんだ特別メニューをご
用意しています！
■第12回土崎みなと ふくまつり
ふぐ料理で地域活性化！ 土崎地区９
店舗で実施します。店舗名など、詳
しくはお問い合わせください。
日程u10月12日(月)～17日(土)
問uみなと土崎ふぐの町活性化協議
会☎(847)0189
■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17日(土)9:30～14:30　
会場･問u同センター☎(867)1650
■平 丈

と も

恵
え

マンドリンリサイタル
市文化振興助成事業。日時u10月12
日(月)14:00～　会場uアトリオン音
楽ホール 入場料u3,000円(高校生
以下500円)　問uマンドリニストの
平さん☎090-9748-9967
■和響･HIBIKI～少年少女邦楽アン
サンブル ｢国文祭メモリアルフェ
スティバル｣事業。小･中･高校生の
演奏のほか、秋田市出身の箏曲家･
市川慎さんが特別出演。日時u10月
17日(土)13:30～　会場u文化会館
入場料u500円(高校生以下無料)　
問u同公演実行委員会☎(878)2049
■異文化交流カフェ やさしい英語
と日本語で、アメリカ出身のゲスト
とお茶を飲みながら交流します。
日時u10月17日(土)14:00～16:00　　
会場u秋田県国際交流協会(アトリオ
ン１階)　参加費u200円　先着u30
人　申込u同協会☎(893)5499

■三庁見学ツアー 裁判所、検察
庁、法務局を見学します。日時u10
月27日(火)9:30～12:00　定員u40
人　申込u10月23日(金)まで秋田地
方裁判所総務課庶務係
☎(824)3121(内線510)

10月31日(土)10:00～、ほくとライ
ブラリー明徳館で行う古本のフリー
マーケット出店者を募集します。
対象u18歳以上のかた　
出店料u500円　定数u20ブース
申込締切u10月20日(火)まで。詳し
くは、明徳館こんわ会へお問い合わ
せください。☎(835)2708

■精神障がい者家族相談
日時u10月16日(金)10:00～15:00　
会場u市老人福祉センター２階和室
(八橋)　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18
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☎(873)7804
■法律相談 法律、相続などの相談
に、柴田隆志弁護士が応じます。申
し込みは１つの相談内容につき年度
内に１回までです。日時u10月19日
(月)10:00～12:00　会場u市老人福
祉センター　先着u６人(初めてのか
た優先)　申込u10月５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)
■秋田行政評価事務所の行政相談
問u☎(823)1100
①一日合同行政相談所 10月21日
(水)11:00～16:00、アルヴェ１階
きらめき広場で。登記、税などの行
政相談や、相続、借金、離婚などの
弁護士相談。弁護士相談は、10月
14日(水)9:00から秋田行政評価事務
所へ予約が必要(定員12人)　
②特設行政相談所　10月25日(日)

10:00～14:00、遊学舎(上北手)
で。行政相談委員が国の行政に関す
る苦情や要望などに応じます
■｢法の日｣週間行事･法律相談 金銭
や土地建物などの相談に弁護士が応
じます。日時u10月28日(水)10:00
～16:00　会場uアトリオン７階くら
しの研修室　定員u27人　申込u10
月23日(金)まで秋田地方裁判所総務
課庶務係☎(824)3121(内線510)
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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㎏400円。栗が無くなり次
第閉園します。日時u10月10日(土)･
11日(日)･17日(土)･18日(日)、9:00
～16:00　問u神ヶ村自治会の小縄
さん☎090-1062-8324
■遺族の集い･コスモスの会 大切な
人の突然死による苦しみなどを分か
ち合います。個人ケアも。日時u10
月17日(土)13:00～16:00(個人ケア
は15:20～)　会場u県社会福祉会館
お茶代u300円　申込u秋田グリーフ
ケア研究会☎080-5000-8706
■秋田市視覚障がい者協会のあんま･
はりの奉仕活動 手ぬぐい持参で。
日時u10月25日(日)10:30～15:00　
会場u大住地区コミセン　問u同協会
の舩木さん☎090-5597-9563
■10月24日(土)の｢ハロウィンウオー
ク in 仲小路｣参加者募集 申込カード
を10月３日(土)からトピコ内caoca広
場、にぎわい交流館などで配布。参加
費など、詳しくはお問い合わせを。
問u食器のさかいだ☎(833)2843
■障がいがあるかたのアート作品を募集
18歳以上の障がいがあるかたが制作
した作品を募集します。全作品を12
月に県立美術館で展示します。応募
は10月26日(月)(必着)まで。詳しく
はお問い合わせください。
問uNPO法人アートリンクうちのあ
かり☎(888)8121
■ノースアジア大学観光学科第Ⅰ期
地域枠の推薦入学 秋田市在住また
は出身の高校生(卒業生含む)が対
象。願書受付は10月19日(月)～30
日(金)。詳しくはお問い合わせを。
問u同大学入試広報課☎(836)1341

＊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。
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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
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情報チャンネルa

レスキュー隊員による救助実演、白
バイ乗車体験、消防車の展示･乗車
体験、お菓子のつかみどりなど。
日時u10月17日(土)10:00～15:00
会場uアルヴェ１階きらめき広場
問u自然科学学習館☎(887)5330

河辺･雄和地域で果樹収穫や味噌作
り、写真家による講話、岨谷峡の散
策など。先着20人。
日時u10月23日(金)9:30～15:30
集合u河辺市民SC(バスで移動)　
参加費(昼食代含む)u2,500円　
申込u10月５日(月)10:00から農業農
村振興課☎(866)2116

土崎地区の神社仏閣や伝統的な造り
の建物などを巡ります。
日時u10月11日(日)･25日(日)、11月
9日(月)、9:50～12:00　集合uポー
トタワー･セリオン 先着u各20人
申込uセリオン☎(857)3381

日時u10月25日(日)10:00～15:00
会場u下北手地域センター
内容u野菜直売、収穫物展示会、豚
汁･おにぎりの無料提供(12:00～
13:00。先着50人)、地域伝承・あさ
づけ作り講習会(12:30～14:00。要
申込。先着10人。10月５日(月)から
15日(木)までに下記センターへ)、秋
田県立大学の松本 勤名誉教授によ
る、安全な地域野菜・花のエコ栽培
に関する講演会(14:00～15:00)
問u下北手地域センター☎(833)1461

会場は文化会館。入場料は①が無
料、②③が1,000円。
①総合美術展 10月７日(水)から12
日(月)まで、10:00～17:00(７日は

12:00から、12日は16:00まで)
②総合芸能公演 港ばやし、民謡、
新舞踊。10月10日(土)13:00～　
③バレエ公演 10月11日(日)14:00～
問u秋田市文化団体連盟☎(866)4026

申し込みは、10月５日(月)
9:00から秋田市総合振興
公社へ。☎(829)0221
①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。参加費
500円。要事前申込)、苔玉作り(先
着50人。参加費200円。会場で受け
付け)、記憶ゲーム(先着50人。会場
で受け付け)、花と緑の相談所など。
日時u10月10日(土)9:30～12:00　
会場u御所野総合公園
＊以下②③は一つ森公園内で。
②秋の自然観察会　日時u10月18日
(日)9:00～12:00　定員u25人
③ウオーキング教室 日時u10月21
日(水)9:00～11:30　定員u20人　

入浴法に関する寸劇や｢高齢者が安心
して暮らせるために｣と題した慶應義
塾大学･堀 進悟教授の講演など。
日時u10月30日(金)13:30～16:10　
会場u文化会館大ホール
問u秋田市社会福祉協議会

☎(862)7445

障がいがあるかたや、周囲のかたに
よる詩の朗読と歌。来場者に花の鉢
植えをプレゼントします。前日･当
日のボランティアも募集中です。詳
しくはお問い合わせください。
日時u10月18日(日)13:00～　

会場u県児童会館子ども劇場(山王)
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

作家･山本周五郎の作品｢嫁取り二代
記｣などを朗読します。先着100人。
日時u11月１日(日)13:30～15:00
会場uアトリエももさだ(新屋)
申込u10月３日(土)からほくとライブ
ラリー新屋図書館☎(828)4215

■ライフル射撃
日時u10月25日(日)9:00～　
会場u県立総合射撃場　申込u10月
24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
(火)9:00～　会場u県立武道館　
申込u10月20日(火)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
■ボウリング
日時u11月15日(日)9:00～　
会場uボウルジャンボ秋田　参加費
u3,500円 申込u11月10日(火)まで
ボウルジャンボ秋田☎(834)3311

■秋バラ観賞会 日時u10月10日
(土)･11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
■金足おもひで映画祭 映画｢ハチ
公物語｣(仲代達矢 主演)を上映。会
場では新米や野菜、漬け物の販売な
ども。日時u10月10日(土)13:30～　
会場u油谷これくしょん(旧金足東小

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。
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小学４年～６年生とその保護者が対象です。木質ペレット工場

や風力･太陽光発電所などを見学します(バスで移動)。集合場所は、

寺内の環境部庁舎(駐車場あり)または秋田駅東口です。先着30人。

10月13日(火)8:20～12:30

10月５日(月)8:30から環境総務課☎(863)6862

親

JX日鉱日石エネルギーのメガソーラー(土崎港)

あきた次世代
エネルギーパーク
施設見学

申し込み

子
環
境
教
室

参加無料

はずむスポーツ都市
と し

市
し

民
みん

スポーツ祭
さい

セリオン発
はつ

･土崎
つちざき

まちあるき

であいのこんさぁと

自
し

然
ぜん

に親
した

しもう♪

広報あきた　平成27年10月２日号17

自
じ

動車
どうしゃ

のかがく＆
人
ひと

とクルマのふれあいフェア

＊広報あきた9/18号に掲載した市民スポーツ祭･ソフトボールの申込先に間違いがあり
ました。正しくは☎080-2830-9154です。訂正してお詫びします(秋田市体育協会)


