
■講演会｢羽州街道の今昔｣
日時u10月12日(水)13:30～15:00
会場u寺内地区コミュニティセンター
先着u30人　申込u９月20日(火)から
同地区コミセン☎(845)0537

10月から来年２月に中央市民SC(セ
ンタース)で開催する講座を企画し、
生涯学習室と一緒に運営しません
か。講座は１回90～120分程度。
講師の謝礼は予算内で市が負担。
申込u生涯学習室(市役所５階)または
同室ホームページにある応募用紙
で、９月20日(火)から12月28日(水)
までに直接またはFAXで同室へ。
FAX(888)5811
問u生涯学習室☎(888)5810

体験型の交通安全教室やアトラクシ
ョン、寸劇、お楽しみ抽選会など。
日時u９月21日(水)13:30～16:00
会場uセリオンプラザ
問u秋田臨港地区交通安全協会

☎(845)5607

■秋田公証人会の電話相談
遺言書の作成や高齢者の後見、離婚
に関する取り決めなど。
日時u10月１日(土)9:00～16:00
相談電話u(864)0850
■秋田県司法書士会の法律相談会
登記、相続、遺言、成年後見など。
日時u10月１日(土)10:00～16:00
会場u秋田県司法書士会館３階(山王)　
問u秋田県司法書士会☎(824)0187
■法務局休日相談所　登記、隣地と
の境界、人権擁護の相談など。
日時u10月２日(日)10:00～15:00
会場u秋田地方法務局(山王)　問u秋
田地方法務局総務課☎(862)1428
■秋田県行政書士会の電話相談
遺言、相続、法人設立、各種許認可申
請など。日時u10月３日(月)10:00～
16:00　相談電話u(864)3098

■食生活相談　肥満、高血圧、糖尿病
などのかたの食事について栄養士が
応じます。日時u10月11日(火)9:30
～16:30　会場u市保健センター(八
橋)　先着u５人　申込u９月20日(火)
8:30から保健予防課☎(883)1178
■｢法の日｣週間法律相談　金銭、土
地建物、交通事故、相続などの相談
に弁護士が応じます。日時u10月12
日(水)10:00～15:30　会場uアトリオ
ン７階「くらしのサロン」 定員u24
人　申込u９月26日(月)から10月７
日(金)まで秋田地方･家庭裁判所事務
局総務課☎(824)3121(内線510）　

■｢千秋花火｣開催のため、佐竹史料
館と久保田城御隅櫓が９月18日(日)
14:30から臨時休館 御物頭御番所
は、終日観覧できません。
問u佐竹史料館☎(832)7892
■うつ会秋田の集い うつ病のかた
やご家族が悩みなどを語り合いま
す。日時u①10月２日(日)、②11月６
日(日)、14:00～16:00　会場u①が
ジョイナス(千秋)、②が遊学舎(上北
手)　参加費u各500円　定員u各20
人　申込uうつコミュニティ･うつ会
秋田の堀さん☎(862)8491
■青少年育成秋田市民会議のクリー
ンアップ(清掃) 軍手は各自でご準
備を。日時 u10月８日(土)7:00～

8:00　集合u秋田駅西口大屋根下の
時計台前(アゴラ広場近く)　問u同会
議代表の遠田さん☎(834)5905
■あきたバラ愛好会の秋バラ鑑賞会
日時u10月８日(土)･９日(日)、10:00
～15:00　会場u遊学舎(上北手)　問
u同会の鈴木さん☎090-5839-9959
■遺族のための｢音楽と祈りの集い｣
講話やコンサート、詩の朗読など。
日時u10月８日(土)14:00～16:00
会場u釈迦堂光明寺(旭北寺町1-21)　
問u秋田グリーフケア研究会

☎080-5000-8706
■秋田市観光案内人の寺町めぐり　
日時u10月16日(日)10:00～12:30
(集合場所は後日はがきで 通知)
定員(抽選)u30人　申込uはがきに住
所、氏名(全員の)、年齢、電話番号を
書いて、９月25日(日)まで〒010-
0921 大町二丁目2-12 秋田観光コ
ンベンション協会 秋田市観光案内人
事務局へ。☎080-8201-1787
■リサイクルプラザ(河辺豊成)の作
業訓練生を募集 空きびんの選別な
どに従事する、知的障がいがあるか
たが対象の作業訓練生(パートタイマ
ー)を募集します。従事は、来年４月
から３年間。詳しい募集条件や申込
方法は、お問い合わせいただくか、
ホームページをご覧ください。問u

秋田市総合振興公社☎(829)3568
http://www.akita-sousin.or.jp

＊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。

65歳以上のかたが対象です。参加無料。直接会場へ。
日時u10月６日(木)10:00～12:00　
会場･問u飯島老人いこいの家☎(845)3692

いきいきサロン 演歌･歌謡教室

スマイルアップ倶楽部 介護予防教室(３B体操) 

動きやすい服装でどうぞ。内履きが必要です。参加無料。
対象u階段を上り２階へ移動できるおおむね65歳以上のかた
日時u10月４日(火)13:30～14:30　定員u20人 会場･申込
u中通地域包括支援センター幸ザ･サロン☎(827)3323

編み布、裁縫道具一式、洗濯ばさみ４個をお持ちください。
参加無料。直接会場へどうぞ。
対象uおおむね60歳以上のかた　日時u９月21日(水)･28日
(水)、10月５日(水)･12日(水)･19日(水)、10:00～12:00
会場･問u雄和ふれあいプラザ☎(886)5071

・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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秋田商業高校の生徒が、企画･開発し
た商品を販売します！ 
日時u10月８日(土)･９日(日)、9:30～
15:30　会場u秋田駅西口大屋根下、
エリアなかいちにぎわい広場、秋田市
民市場ほか
問u秋田商業高校☎(823)4309

｢もっと知りたい～変わりゆく時代
に生きる～｣と題し、エッセイストの
見城美枝子さんが講演します。
日時u10月15日(土)13:30～15:00
会場u文化会館 先着u400人
申込u10月12日(水)まで秋田県金融
広報委員会事務局☎(824)7814

申し込みは、各申込開始日から自然
科学学習館へ。☎(887)5330
■科学つめあわせ便｢天体観察｣
バスで秋田大学天文台に移動し、太
陽の黒点や金星の観測とスケッチ。
対象u小学生以上(小３以下は保護者
同伴) 日時u10月２日(日)12:40～
15:00　集合u自然科学学習館(アル
ヴェ４階)　先着u20人　
申込開始日u９月21日(水)16:00から
■ロボットプログラミング教室(応用)
設定されたコースをロボットがクリ
アできるか挑戦！ 対象uプログラミ
ング経験のある小４以上の２人１組
日時u10月15日(土)9:20～11:50、
13:00～15:30　
会場u自然科学学習館　先着u各８組　
申込開始日u10月４日(火)16:00から

北部市民SC(キタスカ)からバスで移
動し、紅葉の獅子ヶ鼻湿原(由利本荘
市)を散策します。
対象u小･中学生と保護者
日時u10月16日(日)8:45～16:00
保険料などu１組300円　先着u10組
申込u９月21日(水)9:00から北部市
民SC☎(893)5969

秋田駅から送迎バスあり。申し込み
のあて先は、〒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
①ちびっこキャンプ 太平山リゾー
ト公園の散策や妙見山の登山、工作、
きりたんぽ作りなど。対象u小学１･
２年生　日時u10月８日(土)10:00～
９日(日)14:00の１泊 参加費u3,500
円 定員(抽選)u男女各12人　申込u

はがきに、催し名、住所、氏名･年齢、
性別、電話･FAX番号を書いて、９月
23日(金)(必着)まで、上記あて先へ
②秋のファミリーキャンプ 旭川ダ
ム公園のハイキングやキャンドルサ
ービス、ピザ作りなど。
対象u中学生以下のお子さんと家族
日時 u10月22日 (土)10:30～23日
(日)13:30の１泊 参加費u１家族
2,000円に加え、小学生以上１人
3,000円、未就学児１人2,500円
定員(抽選)u10家族　申込uはがき
に、催し名、住所、全員の氏名･年
齢、電話･FAX番号を書いて、９月30
日(金)(必着)まで、上記あて先へ

会場は文化会館。詳しくは、秋田市
文化団体連盟へ。☎(866)4026
■綜合いけばな展u９月24日(土)から
10月２日(日)まで、10:00～17:00、
入場料700円(前売600円)
■総合美術展u10月６日(木)から11
日(火)まで、10:00～17:00(６日は
12:00から、11日は16:00まで)
■総合芸能公演u10月８日(土)12:00
～15:00、入場料1,000円
■合同茶会u10月９日(日)10:00～
14:00、茶券500円
■バレエ公演u10月９日(日)14:00～
16:00、入場料1,000円

日時u10月16日(日)9:00～16:00
会場u旧金足東小学校
おもな内容uオールド
カーの展示、新米や
野菜の販売、ウオー
キングで文化財巡り
(9:00～、要申込)、レトロバスで秋

田城跡歴史資料館巡り(10:00～。参
加費300円。定員20人。要申込)、お
もひで映画祭(13:30～。｢ハナばあ
ちゃん｣を上映。協力金300円)
問･申込u油谷これくしょん

☎(893)4981

■秋田美人街道 inなかいち ｢美の
国 秋田を元気に!｣と題した講演や、
パネルディスカッション。
日時u９月18日(日)13:00～16:00　
会場uにぎわい交流館３階多目的ホ
ール 問uNPO法人秋田21女性の会
事務局☎090-2985-0598
■温故知新 与次郎ウオーク 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24日(土)9:00～(受け付け
は8:00～)　集合uエリアなかいち
参加費u500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
■あきた国際フェスティバル2016
国際交流団体の活動紹介や各国の踊
りのパフォーマンス、お菓子がもら
えるクイズラリーなど。日時u10月
１日(土)10:00～16:00　会場uイオ
ンモール秋田セントラルコート 問
u秋田県国際交流協会☎(893)5499
■土崎図書館朗読ボランティアはま
なすによる朗読会 ｢シャエの王女｣
などを朗読します。日時u10月１日
(土)13:30～15:00　会場uほくとラ
イブラリー土崎図書館　問u代表の
安藤さん☎(857)4037(17:00～)
■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50人)、記
憶ゲーム(先着50人)など。
日時u10月８日(土)9:30～12:00
会場u御所野総合公園　申込･問u９月
26日(月)9:00から秋田市総合振興公
社緑地課☎(829)0221
■こまくさ山行会の栗駒山登山 20
歳以上のかたが対象です。県庁前に
集合してバスで移動します。日時
u10月９日(日)5:00～19:00　参加
費u5,000円　申込u９月28日(水)ま
で同会の阿部さん☎(863)4763

情報チャンネルa
と･れ･た･て

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

情報チャンネルa
と･れ･た･て

・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

催　し

AKISHOP
ア キ シ ョ ッ プ

へどうぞ

金融経済講演会
きんゆうけいざいこうえんかい

科
か

学
がく

を学
まな

ぼう

わくわくチャレンジ家
か

族
ぞく

秋
あき

のまんたらめキャンプ

秋
あき

田市
た し

芸
げい

術
じゅつ

祭
さい

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

②

ふれあいフェスティバル in 金足
かなあし

広報あきた　平成28年９月16日号17


