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おおむね60歳以上のかたを対象に、
秋田民謡手踊り教室を開催。６月22
日(金)午前10時～正午、大森山老人
と子どもの家で。６月28日(木)午前
10時～正午、飯島老人いこいの家で。
無料。直接会場へどうぞ。
●問い合わせ　秋田市社会福祉協議
会tel(862)7445

ミニテニス、吹き矢など、スポーツ
をいろいろ楽しもう。参加費500円。
日時／７月５日(木)午前10時～午後
３時　会場／市立体育館
●申し込み　６月30日(土)まで秋田
市女性のスポーツ愛好者連絡協議会
の川村さんtel(889)8262

グラウンドゴルフに挑戦！
対象／20歳以上　日時／７月６日
(金)・12日(木)、午前10時～正午、17
日(火)午後１時30分～３時30分、19
日(木)午後７時～９時
会場／スポパークかわべほか　保険
料／１回30円　定員／先着各30人
●申し込み　６月18日(月)午前９時
からスポーツ振興課tel(866)2247

50歳以上のかたが対象。リズムウオ
ーキングとストレッチ。６月21日
(木)午前10時30分～11時30分、遊学
舎で。参加費700円。内ばき、ドリ

ンク、タオルを持って、直接会場へ。
詳しくは、NPO法人スポーツクラブ
あきたtel090-4556-8719

種目はダブルスのみ。パートナーは、
当日抽選で決定。参加費１人600円
日時／７月３日(火)午前９時～
会場／市立体育館サブアリーナ
●申し込み　６月22日(金)まで市卓
球連盟の佐藤さんtel(847)1920

女性が対象です。受講無料。ラケッ
トと運動靴を持って直接会場へ。初
心者へは、ラケットをお貸しします。
詳しくは秋田県レディースバドミン
トン連盟の樋渡さんtel(868)1578
日時／７月５日(木)午前10時～正午
会場／県スポーツ科学センター　

対象／20歳以上　日時／７月６日
(金)から27日(金)までの毎週金曜日、
午前10時45分～午後零時15分
会場／サンライフ秋田　
受講料／3,360円　定員／先着20人
●申し込み　６月18日(月)午前10時
からサンライフ秋田tel(863)1391

収益の一部を福祉団体などへ寄付。
団体の部(４人１組)と個人の部(一
般・60歳以上・女性の３クラス)。
申し込みは７月２日(月)まで、参加
費を持って秋田市体育協会事務局
(八橋球技場内)へ。tel(896)5331
日時／７月11日(水)午前８時～
会場／秋田太平山カントリークラブ

参加費／2,500円(プレー代別)
定員／先着70人

会場は秋田テルサ。参加費１回630
円。各回先着20人。申し込みは、６
月19日(火)午前10時から秋田テルサ
tel(826)1800
マンスリーエアロ(７月はラテンエ
アロ) ７月３日(火)から毎週火曜
日、午後７時30分～８時45分
トータルフィットネス(エアロビ、
ピラティスなどの総合講座) ７月
５日(木)・12日(木)・18日(水)・26日
(木)、午前10時～11時15分(18日は午
前11時まで)

申し込みは、いずれもクアドーム
ザ・ブーンへ。tel(827)2301
水中歩行教室 日時／７月４日(水)・
18日(水)、午前10時～午後１時　料
金／2,600円(入館料・昼食代・受講
料。２回受講は5,000円。秋田駅から
バス送迎有) 定員／先着各20人
健康講座　アクアビクス、ストレッ
チなどを自由に受講。受講日は７月
の火・水・金曜日。全日程受講可能
なフリーコースが4,200円、１日コー
スが1,050円(いずれも入館料別)

「ノロウイルスはなぜ多発したのか」
をテーマに医学博士が講演します。
日時／７月３日(火)午後２時～３時
30分　会場／市保健所２階大会議室
参加費／無料　定員／先着80人
●申し込み　６月18日(月)から市保
健所衛生検査課tel(883)1181
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７月３日(火)・10日(火)・
17日(火)

茨島体育館

６月16日(土)午前９時から、秋
田市ミニテニス協会の佐々木さ
んtel・ファクス(879)2769

日時

会場

ミニテニス
初心者教室

500円(保険料含む)参加費

雄和Ｂ＆Ｇ海洋センタープール(雄
和神ケ村)が６月20日(水)からオープ
ン。夜間利用は７月15日(日)から。

健康

午前・午後それぞれ 一般105円、
高校生52円、中学生以下無料

雄和南体育館tel(887)2318

午前の部 午前９時～正午
午後の部 午後１時30分～４時30分

開場
時間

利用
料金

昼コース 午前10時～正午
夜コース 午後７時～９時

先着各30人定員

申し込み

７月26日(木)～29日(日)

八橋テニスコート

７月６日(金)まで、日本女子
テニス連盟秋田県支部の神代
(かしろ)さんtel(833)7967
(かしろ)さんtel(832)6800

母と子の
サマーテニススクール

１人2,000円

午前10時～正午
(29日は午前９時～午後４時)

80人

小学生とその母親
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６月16日(土) ７月16日(月)
午前10時～午後６時

観覧料

一般300円
高・大学生200円
中学生以下無料

近世から現代までの代表的な日本
画作品を展示。それぞれの作品世界
をお楽しみください。

問い合わせ　千秋美術館tel(836)7860

◆ギャラリートーク(列品解説) ６月20日(水)、７月１日(日)、
午後２時から。直接、千秋美術館へどうぞ。

～日本画編～

常陸太田市・秋田市・仙北市の
三市連携交流を記念して開催。初
代秋田藩主・佐竹義宣から三代義
処まで、甲冑、文書など、関連す
る歴史資料を展示します。

大人100円 高校生50円
中学生以下無料

問い合わせ　佐竹史料館tel(832)7892

観覧料

版画家・勝平得之が生前に収集した
コレクションの中から、描かれた対象
がこっけいであったり、機知に富んで
いたりする愉快な版画を紹介します。

観覧料
高校生以上200円
中学生以下無料

堀川達三郎「曙光」

午前９時30分～午後４時30分

河辺農林漁業資料館

６月23日(土) ８月26日(日)

赤れんが郷土館企画展

(入館は午後５時30分まで)

◆おもな展示作品 曙光(堀川達三郎)、秋田街道絵巻(上巻・伝
荻津勝孝)、舞妓・芸者(寺崎廣業)、珊瑚礁(横山津恵) ほか

千秋美術館のコレクション展

６月24日(日) ９月２日(日)
午前９時～午後４時30分

～初代義宣から三代義処まで～

佐竹史料館企画展

◆臨時休館　６月18日(月)から６月23日(土)まで

愉快な版画を楽しむ

アートの散歩道

秋田藩主と家臣たち

「新板かげぼしづくし」

市民市場と県・市協働プロジェクトとの共同
企画。秋田駅前の市民市場(北側駐車場周辺)で、
「食」をテーマに開催します。国際教養大学の
学生たちによる世界の味屋台、楽しいゲーム大
会など、イベント盛りだくさん！

中途視覚障害者のかたがたの光と希望につな
がるよう、願いを込めて開くチャリティーコン
サート。「フランス組曲(バッハ)」「ピアノソナ
タ・熱情(ベートーベン)」などを演奏します。

岩見ダム手前にある河辺農林漁業資料館は、６月
から10月まで、土・日、祝日も臨時開館しています。
懐かしい農機具や民具のほか、旧三内川発電所で使
われていた水車・発電機(市指定有形文化財)も展示。
ぜひご来館ください。

午前９時～午後５時

問い合わせ　文化振興室
tel(866)2246

観覧料
高校生以上105円
中学生以下無料

開館時間

大迫力の発電機

問い合わせ　
県秋田地域振興局地域企画課
tel(860)3313

土・日もどうぞ！

梯剛之(かけはし たけし)…1977年、音楽家の両親
のもと東京に生まれる。小児がんにより生後１か
月で失明。小学校卒業と同時に渡欧し、音楽の研
さんを重ねる。豊かな音楽性は国際的評価も高く、
数々の賞を受賞。プラハ交響楽団など世界の著名
なオーケストラとも共演している。ウイーン在住。

日　時 午後５時開演７月７日(土)
アトリオン音楽ホール
4,500円(前売り4,000円)

盲目のピアニスト
梯剛之

会　場

入場料

問い合わせ　
秋田山王ライオンズクラブ
tel(865)6416（平日のみ）

市民市場で開催！

６月23日(土) 午前10時～午後３時30分

◆臨時休館　６月18日(月)から６月22日(金)まで

問い合わせ　赤れんが郷土館tel(864)6851
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広報あきた ６月15日号15

（トピコ、秋田ニューシテイ、秋田チケットなどで販売）


