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９：00～12：00
秋田消防署tel(823)4100

●消防署内見学
●消防車に体験乗車・記念撮影
●放水体験・レスキュー体験
(プレゼントあり) など

９：00～12：00
中学生が放水訓練、心肺蘇生
法などを体験！ 一般のかたも
ご覧いただけます。詳しくは
土崎消防署tel(845)0285

土崎消防署外旭川出張所

みんな集まれ！
チャレンジ消防体験

中学生１日消防士体験

８：30～15：30
あきた観光レディ－が１日消防署
長を務め、点検や訓練を視察しま
す。一般のかたもご覧いただけま
す。

秋田南消防署tel(839)9551
観光レディ－１日消防署長

秋の映画祭2006

秋田中央高校PTA(白
土行紀会長)主催の映画
上映会。土崎空襲を体験
したかたの講話と空襲の
記録映画で平和の意味を
考えよう。直接会場へ。

10：00～12：00
アゴラ広場
防火のつどい

幼年消防クラブの防火演技、
秋田南中吹奏楽部の演奏、煙
中体験、消火訓練など。詳し
くは市消防本部tel(823)4247

11月11日(土)
●生徒企画商品の販売コーナー(秋商オリジ
ナルタオル、いぶりがっこクッキー、西
木村の西明寺栗とあんこのワッフルなど)
●ゼイキッズが３人で初見参！(12：00～)
●超神ネイガーショー(13：00～)
●確定申告体験コーナー　など

秋田商業高校生徒会担当
tel(823)4308

問い合わせ

午前10時～午後３時

アルヴェ きらめき広場・多目的ホール

秋田商業高校の生徒たちが、秋田の経済活
性化をめざし模擬株式会社を立ち上げ、商品
の開発・仕入れ・販売など、すべて自分たち
で行うイベントを開催します。入場無料。

中央高校総務部PTA事務
局tel(845)1164

問い合わせ

11月11日(土) 午後１時～３時

土崎公民館 入場無料

11月５日(日)は
「秋の火災予防運動」
イベントへ行こう！

AKISHOPホームページ
http://www.edu.city.akita.akit
a.jp/̃ akisho/business/

リサイクルと環境のつどい
11月22日(水) 午前９時30分～正午

秋田市リサイクルプラザ
大人

申し込み 秋田市リサイクルプラザtel(839)4816

ボ
ト
ル
ク
ラ
フ
ト

■牛乳パックとケナフで紙すき体験
■空きビンを加熱して作るボトルクラフト
■楽しい環境クイズ、施設見学など

対象 参加費 定員 先着30人無料

市民スポーツ祭 秋田市体育協会tel(896)5331

平和を祈る
乙女の像
(秋田港)

秋田商業高校ビジネス実践学習イベント

ア　 キ シ ョ ッ　プ

＝「はかる」大切さを体験＝

■小学生の計量ポスター展示
■棒はかりの工作コーナー
■お菓子の重さ当て(挑戦者全員に
お菓子をプレゼント！)
秋田市計量検査所tel(866)2074

11月３日(金) 10:00～15:00
秋田県児童会館

11月１日は計量記念日

計量イベント

直接会場へ



秋田市管弦楽団 ピアニストの林有
哉さんを迎え、チャイコフスキーの
楽曲を演奏。11月19日(日)午後２時～、
文化会館で。前売り大人1,000円、高
校生以下500円(当日大人1,200円、
高校生以下600円)。詳しくは同楽団
の平良木さんtel(837)8506
いこいのコンサート 秋田青少年オ
ーケストラや市立病院職員が、クラ
シックや童謡を演奏。11月25日(土)
午後２時～、市立病院で。無料。詳
しくは、いこいのコンサート実行委
員会tel(823)4171(市立病院内)

御所野学院の中・高校生たちが表現
科で学んだ能、太極拳、CG、ミュ
ージカル、民謡などを発表します。
日時／11月18日(土)午前９時～午後
２時30分　会場／御所野学院
●問い合わせ　御所野学院高等学校

tel(889)9150

エイズを題材にした映画と講演、デ
ィスカッション。無料。託児あり。
日時／11月10日(金)午前10時～午後
１時　会場／遊学舎大会議室
●申し込み　ファクスに住所、氏名、
電話番号、託児の有無(人数も)を書
いて、あすの秋田を創る協会へ。フ
ァクス(839)8192・tel(839)8191

ダンスや民謡などの催し、工芸品販
売、作品展など。入場無料。
日時／11月５日(日)午前10時～午後
３時30分　会場／秋田テルサ
●問い合わせ　秋田市手をつなぐ育
成会の小松さんtel(845)4589

アゴラ広場から大町を回る10㌔の道
のりを歩く、遺児のためのボランテ
ィアウオークです。収益はあしなが
育英会に全額寄付します。
日時と集合場所／11月12日(日)午前
９時30分、アゴラ広場集合　
参加費／500円(中・高校生300円、

小学生以下100円)
当日のボランティアスタッフ、寄付
のみの参加も募集します。詳しくは
秋田県Pウオーク担当の三浦さんへ。

tel090-5445-6474

岨谷峡、伏伸の滝など、紅葉を楽し
む８㌔コース。直接、集合場所のへ
そ公園(岩見三内)へ。小雨決行。
日時／11月３日(金)午前９時50分～
正午　参加費／500円(保険料含む)
●問い合わせ　秋田市歩け歩け協会
の熊谷さんtel080-1818-4850

いずれも無料です。直接会場へどう
ぞ。詳しくは日本野鳥の会秋田県支
部の伊藤さんtel(868)8250
探鳥会 高清水公園 11月５日(日)
午前７時～９時、公園内の秋田城跡
出土品収蔵庫裏に集合
千秋公園 11月12日(日)午前８時～
10時、佐竹史料館前に集合
バードウォッチングウイーク 野鳥
の生態写真などを展示。11月11日
(土)・12日(日)、秋田ニューシティで

会場は県社会福祉会館２階。時間は
午後３時～５時。無料。直接会場へ。
11月５日(日)＝いつでも夢を(吉永

小百合、浜田光夫主演)
11月19日(日)＝夫婦善哉(藤山寛美、
野川由美子主演)
●問い合わせ　秋田県社会福祉会館
管理課tel(864)2700

山形国際ドキュメンタリー映画祭
2005受賞作品「静かな空間」「イラ
ク～ヤシの影で」の上映や探検家・
�橋大輔さんの講演、民族舞踊、世
界の音楽演奏など。入場無料。
日時／11月12日(日)午前10時～午後
４時30分　会場／アルヴェのきらめ
き広場・多目的ホール
●問い合わせ　あきた国際フェステ
ィバル実行委員会tel(864)1181

秋田市観光案内人制度10周年を記念
した特別案内。無料。小雨決行。
日時／11月15日(水)午前９時50分～
正午　コース／①アトリオン正面集
合 千秋公園 石田鈴水歌碑
②八橋パブリの南部屋敷前集合 全

良寺 宝塔寺 菅原神社 日吉八幡
神社 一里塚
●申し込み　11月１日(水)から８日
(水)まで秋田観光コンベンション協
会tel(824)8686(土日・祝日を除く)

11月18日(土)午前９時50分、土崎神
明社隣りの土崎街区公園集合。駐車
場がありませんのでご注意くださ
い。文化振興室tel(866)2246

手作り小物・お菓子などの販売や健
康相談、パネルディスカッションな
ど。託児あり(要予約tel(836)7853)。
日時／11月11日(土)午前10時～午後
４時、12日(日)午前10時～午後３時
会場／アトリオン
●問い合わせ　県中央男女共同参画
センターtel(836)7853

切り花、フラワーアレンジの展示や
鉢物、ブーケの販売など。
日時／11月18日(土)午前９時～午後
６時、19日(日)午前９時～午後４時
会場／アルヴェきらめき広場
●問い合わせ　秋田県花の祭典実行
委員会事務局tel(860)1804

南極の氷の展示、昭和基地とのテレ
ビ対話、講演など。入場無料。
日時／11月18日(土)午前10時～午後
４時　会場／アルヴェきらめき広場
●問い合わせ　雪氷研究秋田大会事
務局(大森建設内)tel0185(54)3358

建築写真家から見た日本の住まい、
家づくりの講話です。入場無料。定
員150人。直接会場へ。
日時／11月18日(土)午後１時30分～
４時30分　会場／公立美術工芸短大
のアトリエももさだ
●問い合わせ　「秋田杉で街づくり」
ネットワーク事務局tel(888)4551

エアロビ、フラダンスなど、誰でも
楽しく踊れます。仮装もOK！ 抽選
会もあります。前売り1,000円(当日
1,200円)。先着100人。
日時／11月26日(日)午前10時～午後
１時　会場／秋田テルサ
●申し込み 秋田テルサtel(826)1800
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