☆復活しました☆

岩見川清流まつり

各種団体向け

８月15日(金) 午前10時〜午後３時

施設見学会

河辺岩見三内の岩見大橋河川敷
(小雨決行。増水時はユフォーレ広場で開催)

●カジカなどのつかみ取り 11:10〜
参加費：１人100円(幼児は大人１人付き添いで)
●ヤマメ・イワナのつかみ取り
①12：45（幼児）②13：30（小・中学生）③14：15（一般）
参加費：幼児1,000円(大人１人付き添いで)
小学生500円、中学生以上1,000円
※受け付けは①②とも11:00から

セリオン

９月・10月の火曜日と金曜日
日程

※ただし、９月19日(金)・23日(火)・26日(金)、
10月17日(金)・24日(金)は実施しません

時間

半日(午前か午後。３時間程度)

●家族ヤマメ・イワナ釣り(10:20〜14:50)
参加費：１人1,000円

貸し釣り竿300円

問い合わせ 清流まつり事務局の山上さん

(883)2574

フレンドシップゴルフ大会
８月10日(日)午前８時〜 秋田リバーサイドグリーン
小学生〜高校生集まれ！…リバーサイドスタッフと対
決しよう！ リバーサイド18ホールをプレーした こと
があり、ゴルフ経験が１年以上のかたが
対象です。参加無料。賞品あり。申し込
みは、８月８日(金)まで秋田リバーサイド
グリーンへ。 (829)0223

町内会や婦人会など各種団体を対
象に、市の施設などをご案内。今回
は９・10月分を募集します。

見学先

各団体で、市の施設などの中から見学先を
選んでコースを決めてください。下記のモ
デルコースから選ぶこともできます。

●モデルコース
①太平山自然学習センター「まんたらめ」
②大森山動物園→秋田公立美術工芸短期大学
③史跡秋田城跡→セリオン
④地蔵田遺跡「弥生っこ村」→仁井田浄水場
⑤藤倉水源地→仁井田浄水場
⑥市役所(本庁・議場など)→消防本部→アルヴェ
※市議会開催中は、議場の見学ではなく傍聴などになります

⑦総合環境センター(溶融炉、リサイクルプラザ)

●施設見学会の申し込み
◆秋田わか杉国体記念◆

ファミリーマラソン大会

秋田国際

９月23日(火) 八橋陸上競技場午前９時スタート
小学生以上ならどなたでも参加できます。3.5㌔と
10㌔の２コース。雨天決行。
参加費

一般2,500円 小・中・高校生1,500円
ファミリーペア3,000円

八橋陸上競技場、市立体育館、茨島体
申し込み 育館などにある申込書で、８月25日(月)
までスポーツ振興課へ。 (866)2247

水 午後1 0 時 54分〜

を入力して、ro-plcs@city.akita.akita.jpへ。
ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/pl/cs/
なお、電話では申し込みできません。
問い合わせ

８/１(金)

市民相談室 (866)2039

８/５(火)

●土崎神明社祭の曳山行事
●中学生サミット
「心の架け橋〜和・環・輪〜」

８/６(水)

８/12(火)

▲

テレビ
ガイド

５ AAB おはよう秋田市から
分
月〜木 午前1 0 時30分〜
間 ABS こんにちは秋田市から
テ
金 午前1 1 時20分〜
レ
土 午前1 1 時40分〜
ビ
日 午前1 1 時55分〜
番
組 AKT こんばんは秋田市から

へお申し込みください(申し込み多数の場合は抽選)。申
込書は、市民相談室(市役所１階)、土崎・新屋支所、ア
ルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センタ
ー、岩見三内・大正寺連絡所、各地域センター・コミ
センでさしあげます。また、Eメールで申し込む場合は、
ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項

▲

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
(866)2034

８月14日(木)(必着)まで、専用の申込書で市民相談室

●市民レポーターが紹介
①セリオンオアシスクルーズ
②ヒロシマ原爆展
●ものづくり〜日本新金属(株)

※５分間テレビ番組は、秋田ケーブルテレビでも放送しています。

15 ●８/24(日)午前７時30分〜 ABS おはよう秋田市長です 「最新の市政情報」
分

ラジオ

エフエム秋田 秋田市マンデー555 毎週月 午後 ５ 時55分〜
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ 毎週火 午前1 0 時30分〜
毎週水 午後 2 時00分〜
エフエム椿台 午後スタ

●みるかスタンプラリー

］●遊びにおいで！ 夜の動物園
●「広報あきた」から
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夏休みの
イベント
たの

こ

えいしゃかい

楽しい子ども映写会

▲

小・中学生が対象です。無料。直接
会場へ。詳しくは秋田市16㍉映画友
の会の明珍さんへ。 (846)5255
港北児童センター ８月５日(火)午
前９時45分〜。
「忍たま乱太郎」など。
外旭川児童センター ８月７日(木)午前
10時30分〜。
「がんばれスイミー」など。
土崎公民館 ８月1 0日(日)午前1 0
時〜。
「母をたずねて三千里」など。
▲

▲

おや こ

う

たいけん

づ く

プラスチックオーブン粘土で製作。
対象／小学生 日時／８月18日(月)
午前10時〜午後零時30分
会場／秋田テルサ 参加費／1,000円
定員／先着20人
●申し込み ８月２日(土)午前10時
から秋田テルサ (826)1800
かざ

づく

ひまわりの飾りとゼリー作り
対象／小学３年〜６年生
日時／８月2 0日(水)午前９時3 0分
〜正午 会場／南部公民館
材料費／500円 定員／先着20人
●申し込み ８月４日(月)午前９時
から南部公民館 (832)2457
おや こ

し ぜ ん た い け ん きょう し つ

たか お さん

親子そば打ち体験

親子自然体験教室・高尾山

小・中学生の親子が対象。先着各６組。
日時／８月10日(日)・17日(日)、午
前10時〜午後２時 会場／サンパ
ル秋田 材料費／１組1,100円
●申し込み ８月４日(月)午前９時
から中央公民館 (824)5377

雄和の高尾山で自然活動など。
対象／小学生の親子 日時／８月
2 3日(土)午前９時3 0分、高尾山尾
根駐車場集合(午後２時解散) 参加
費／１人600円 定員／先着10組
●申し込み ８月４日(月)午前９時
30分から雄和公民館 (886)5585

お や こ しょく い く きょう し つ

親子食育教室
ダッチオーブンでアウトドア料理。
対象／小学生の親子
日時／８月1 6日(土)午前1 0時〜正
午 会場／東部ガス(楢山川口境)
参加費／１世帯500円 定員／６組
●申し込み ＮＰＯ法人子育て応援
Seed 050-7559-8999

ジュニア サマースクール
小学生が対象です。空手、オカリナ、
パン作りなど９種類から選んで体
験。８月17日(日)午前10時〜正午、
遊学舎で。参加費はお問い合わせく
ださい(一部無料)。申し込みは、８
月７日(木)までＮＰＯ法人あきたパー
トナーシップへ。 (829)5801
しょく に く し せ つ

けんがく

食肉施設を見学しよう

じ

び

あみたいけん

小学生の親子が対象です。新屋愛宕
町青年の会と共催。小雨決行。
日時／８月24日(日)午前７時40分、
浜田浜海水浴場「はまなす荘」前に
集合 参加費／１組500円
定員／先着50組
●申し込み ８月４日(月)午前９時
から西部公民館 (828)4217

催し物
もう

ろうがっこう

さくひんてん

盲・聾学校などの作品展

てん

あ き た じょう あ と

ほ

パネル展「秋田城跡を掘る」
最北の古代城柵・秋田城跡の40年
にわたる発掘調査を写真で紹介。８
月２日(土)から31日(日)まで、午前
９時〜午後９時、セリオン３階ギャ
ラリーで。無料。詳しくは秋田城跡
調査事務所へ。 (845)1837
う ちゅう

ＮＨＫあきた☆まるごと宇宙デー
ロケットや衛星の模型展示、ロケッ
ト工作、月周回衛星「かぐや」が撮影
した映像紹介など。無料。直接会場へ。
日時／８月２日(土)・３日(日)、午前
10時〜午後５時 会場／アルヴェ
きらめき広場・多目的ホール
●問い合わせ ＮＨＫ秋田放送局
(825)8110
きゅうきゅうきょう し つ

キッズセーフティ救急教室
小学生以上が対象。１回30分〜40
分の救命講習を随時開催。秋田東警
察署の「交通安全教室」(午後１時〜)
や救急治療に関する講話(午後２時
〜)も。直接会場へ。詳しくはＮＰ
Ｏアクフィへ。 (868)1144
日時／８月10日(日)午前10時〜午後
４時 会場／遊学舎 参加費／無料
つちざきくうしゅう ぎ せいしゃついとう へ い わ

き ねんしきてん

土崎空襲犠牲者追悼平和祈念式典
小・中学生が「21世紀 子どもたち
からの平和のメッセージ」を発表。
８月1 4日(木)午前1 0時〜、セリオ
ンイベントホールで。詳しくは土崎
港被爆市民会議へ。 (845)2688
ご しょ の なつ

御所野夏まつり
絵灯籠の練り歩き、ヤートセ踊り、
吹奏楽演奏、盆踊りなど。８月16
日(土)午後２時〜８時30分、イオン
モール秋田駐車場(秋田テルサ向か
い)で。詳しくは、夏まつり実行委
員会の高橋さんへ。 (829)2295
すが え

ま す み け ん きゅうしゅう か い

菅江真澄研究集会

▲

参加費2,500円。申し込み方法な
ど詳しくは菅江真澄研究会の田口さ
んへ。 ・ファクス(828)6916
９月14日(日) 民族文化映像研究所
の姫田忠義さんと元ＮＨＫの皆川学
さんの記念対談、フォーラム、遺墨
鑑賞会など。会場は県立博物館。９
月1 5日(月) 足跡探訪(バスで天徳
寺、寺内にある真澄の墓などを見学）
▲

▲

平成22年４月に、こども総合支援
エリア(上北手)に移転予定の県立盲
学校・聾学校・秋田養護学校・勝平
養護学校の子どもたちが描いた作品
を展示します。無料。直接会場へ。
遊学舎(上北手) ８月７日(木)まで
中央シルバーエリア(御所野) ８月８
日(金)から21日(木)まで
イオンモール秋田(御所野) ８月22日
(金)から９月９日(火)まで
●問い合わせ 県特別支援教育課
(860)5131
▲

広報あきた 平成20年８月１日号

おや こ

親子で地引き網体験

▲

河辺の秋田県食肉流通公社の見学な
ど。無料(ユフォーレの昼食付き)。
対象／小学３年〜６年生の親子
日時／８月1 9日(火)午前９時3 0分
〜午後３時(秋田駅東口からバスで
移動) 定員／先着20組
●申し込み ８月４日(月)から６日
(水)まで秋田県食肉事業協同組合連
合会 (833)1040(9:00〜17:00)
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に わ か ざ

ガーデンピック(庭飾り)作り

