
置(10:00～17:00)、プールエリア
で輪投げやサッカーゲーム(土日の
14:00～14:30、参加賞あり)など

問い合わせは秋田市総合振興公社へ。
☎(829)0221

■リバーサイドまつり…８月10日
(土)、仁井田の秋田リバーサイドグリ
ーンで。コースの無料開放(14:00～
17:00。ゴルフ場利用税を別途負担)、
屋台販売(18:30～)など。
★ジュニアフレンドシップ大会を同
時開催(7:30～)…小学生～高校生が
対象。スタッフと対決しよう！ 参加
賞あり。申し込み(８月９日(金)まで)、
参加条件など詳しくは、リバーサイ
ド受付または☎(829)0223へ。
■ごしょの納涼まつり…８月17日
(土)、御所野のリフレッシュガーデン
で。11:00～スイカ割り、パターゲ
ーム、11:30～流しそうめんなど。
景品などがなくなり次第終了。
★花の寄せ植え体験(11:00～と11:40
～の２回)…先着各20人。完成品は差
し上げます。軍手、袋持参。申し込
みは、８月３日(土)9:00から予約電
話(829)0221へ。

牛や豚がどうやってお肉になるか、
普段見ることができない市食肉衛生
検査所(河辺)を見学します。先着５組。
対象u小学５･６年生とその保護者
日時u８月22日(木)10:00～12:00
申込u８月５日(月)から同検査所

☎(882)2396(9:00～16:00)

秋田城跡外郭西門周辺で行っている
発掘調査の現地説明会。小雨決行。
日時u８月24日(土)13:30～15:00
集合u秋田城跡調査事務所(寺内焼山)
問u秋田城跡調査事務所

☎(845)1837

会場uポートタワーセリオン２階
問u土崎港被爆市民会議事務局の伊藤
さん☎(845)2688
①土崎空襲犠牲者追悼の平和祈念式
典と平和のメッセージ発表会…８月
14日(水)10:00～12:30　②｢土崎空
襲｣戦争と平和資料展…８月６日(火)
～25日(日)

■仲小路ミュージアムストリート…
日時u８月３日(土)～６日(火)、10:00
～22:00　会場u仲小路　内容uアーテ
ィストや学生による作品制作･展示、
音楽演奏、土偶のお面作り(16:00ま
で)、出店など 問u実行委員会の時田
さん☎(853)9320(㈱アルテ内）
■インターナショナル･スマイル･コ
レクション…秋田在住の外国人のか
たによる民族衣装のショーや交流会
など。日時 u８月４日(日)13:30～
16:30　会場uジョイナス小ホール
入場料u500円(大学生以下無料)　
問u実行委員会の小山田さん

☎080-1817-3029
■福祉の就職フェア…福祉の仕事に
関心のあるかたが対象。求人事業所

の人事担当者との個別面接など。
日時u８月７日(水)13:00～16:30
会場u秋田ビューホテル４階　問u秋
田県社会福祉協議会☎(864)2880
■オーガニックフェスタinあきた…
県内の有機農産物、加工食品、総菜な
どを展示販売。フードコートや有機
農業者のPRブースなども。
日時u８月17日(土)･18日(日)、9:30～
16:00　会場uセリオン１階(土崎)　
問u実行委員会事務局☎(853)9021
■海上自衛隊補給艦｢ましゅう｣一般
公開…海上自衛隊で最長の艦艇です。
日時u８月28日(水)9:00～11:00と
13:00～15:00の２回　会場u秋田港
中島ふ頭　問u自衛隊秋田地方協力本
部広報室☎(823)5404
■99人の女子会…女性の生き方･働
き方を考え、自分らしく社会とつな
がる･広がるきっかけを創るイベン
ト。入場無料ですが、材料費が必要
なコーナーもあります。
日時u９月１日(日)10:30～16:00
会場uアルヴェ２階多目的ホール
内容u夢や目標に向かって頑張る秋田
の女性ゲスト20人と参加者によるト
ーク＆セッション(要申込)、キラリ写
真館(プロによる写真撮影。要申込)、
輝く女性たちのパネル展、あなたが
輝くキラキラワークショップ、食で
キレイに(試食販売)など。詳しくはホ
ームページをご覧ください。
https://www.facebook.com/99joakita
要申込の催しは、８月５日(月)からE
メールで。99jyoo@gmail.com
問u同会事務局(NPO法人秋田健康支
援情報局内)☎090-8921-3904

＊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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ブラウブリッツ秋田
VS ソニー仙台FC

８月17日(土) 16:00～
八橋運動公園球技場
夕方キックオフのゲーム。

熱い応援で盛り上げよう！

前売り1,200円、学生500円(当日
2,000円、学生500円)、未就学児無
料。購入はコンビニ各店舗でどうぞ

ブラウブリッツ秋田☎(874)9777問
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問い合わせ 佐竹史料館☎(832)7892

旧黒澤家住宅
パネル展

一般100円　高校生50円　中学生以下無料

８月３日(土)～18日(日)

四季折々の旧黒澤家住宅(国指定重要文化財)や千秋公園

などを写真で紹介します。ぜひお越しください。

旧黒澤家住宅(一つ森公園内)
9:30～16:30

観覧料

旧黒澤家住宅…藩政時代、旧東根小屋町(現在の中通三丁目)にあった
上級武家住宅。昭和63年に現在地へ移築しました。

マ
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ト
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ン

旧黒澤家住宅
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小学生４年以下は保護者同伴。石を
割って石器を作ります。４月に開館
した出土品展示施設の見学も。
日時u８月16日(金)9:30～12:00　
会場u御所野地蔵田遺跡　先着u20人
申込u８月５日(月)8:30から文化振興
室☎(866)2246

秋田藩御相手番(家老に次ぐ役職)を勤
めた渋江和光が、藩主の命令で大館
に行った記録を学びます。先着30人。
日時u８月23日(金)･30日(金)、13:30
～15:30　会場u中央図書館明徳館、
ジョイナス テキスト代u500円　
申込u８月６日(火)9:00から佐竹史料
館☎(832)7892

県内のおいしい果実、野菜の産地で、
調理方法の研修や生産者との意見交
換などを行います。
対象u東部公民館管内のかた　
日時u８月27日(火)から11月までに月
１回で４回開催　集合u東部公民館　
参加費u１回1,000円程度(昼食代、保
険料)　先着u20人
申込u８月７日(水)から21日(水)までの
平日に東部公民館☎(834)2206

会場はサンパル秋田(文化会館内)。申
し込みは、いずれも８月５日(月)9:00
から女性学習センターへ。

☎(824)7764
■ワークライフセミナー･カウンセリ
ングコース…心理療法の一つであるブ
リーフセラピーを学ぶ。アロマテラピ
ー体験も。対象u女性 日時u８月20日
(火)～９月24日(火)に５回、18:30～
20:30　材料費u300円　定員u20人
■コミュニケーション女性学級…
対象uアサーティブ(※)トレーニング
の基礎を学んだ女性 日時u８月21日
(水)～11月６日(水)に６回、10:00～
12:00　先着u10人

※自分も相手も大切にし、前向きに
率直に自分を表現すること。

■チャイルドラインあきた｢子ども理
解講座｣…子どもからの相談電話の受
け手になるかたを養成。①は小児科医、
②は精神科医が講師です。日時u８月
25日(日)①10:00～12:00②13:00～
15:00 受講料u500円　定員u20人

39歳以下のかたが対象です。会場は
サンパル秋田(文化会館内)。申し込み
は、いずれも８月７日(水)9:00から
勤労青少年ホームへ。☎(824)5378
■楽しく学び、変わる！ コミュニケ
ーション力

りょく

アップ講座…参加者同士で
交流し、自分や他者への理解を深めま
す。日時u９月４日(水)･11日(水)･18日
(水)、19:00～20:30　先着u20人
■南国気分♪笑顔でフラダンス…
日時u９月６日(金)･17日(火)･20日(金)、
19:00～20:30　先着u20人

心肺蘇生法、AEDの使い方など。
日時u８月25日(日)9:00～12:00　
会場u秋田南消防署　定員u10人  
申込u秋田南消防署☎(839)9551

■市民公開講座｢入院して知った看護
師の力｣…脚本家の内館牧子さんが講
演します。先着500人(当日10:00か
ら会場で整理券を配布します)。
日時u８月23日(金)11:00～12:00
会場u県民会館大ホール
問u運営事務局☎050-3611-2716
■県民公開講座「未来に向かって挑
戦」…元全日空･名物機長の山形和行
さんが講演します。先着300人。
日時u８月25日(日)13:30～15:00
会場uアルヴェ２階多目的ホール
★キッズファーマシーインアルヴェ
も同日開催…薬の調剤体験や実験コ
ーナーなど。時間は10:00～16:00、
アルヴェ１階きらめき広場で。
問u秋田県薬剤師会☎(833)2334

■日商簿記２級検定対策講座…対象u

簿記３級程度終了のかた　日時u８月
17日(土)～11月２日(土)の土曜日に

11回、9:30～16:30　会場u秋田県
生涯学習センター 受講料u40,000
円(教材費含む)  申込u８月12日(月)ま
でNPO法人キャリア･アップ･コンサ
ルティング☎(824)2583
■着衣水泳教室…対象u一般または５
歳以上の親子 日時u８月17日(土)
10:30～12:30　会場u秋田県立総合
プール(新屋町)　参加費u１人500円
定員u20人 申込u向浜スポーツゾー
ン総合事務所☎(895)5056

①は直接会場へ。②の申し込みは８
月６日(火)9:00から自然科学学習館
へ。☎(887)5330(月曜休館)
①きらめきdeサイエンス…ホバークラ
フト作りやキノコのDNAの観察など。
日時 u８月17日 (土 )10:00～15:00
会場uアルヴェ１階きらめき広場
②THE KAGAKU(ザ･科学)…自然科学
学習館に集合し、バスで秋田県産業技
術センター(新屋町)へ移動。施設見学
や風力発電の工作を行い、身近にある
発電を学びます。先着20人。
対象u小学５年生～中学３年生　
日時u８月22日(木)12:20～16:30　

■飯島児童センターが会場…｢ぼくの
地震絵日記｣「おばけうんどうかい」
など。対象u小学生までのお子さんと
保護者　日時u８月７日(水)10:00～
11:00　問u秋田市16㍉映画友の会
土崎支部の明珍さん☎(846)5255
■河辺総合福祉交流センターが会場…
｢ポーさんのカヌー｣｢おばけうんどう
かい｣｢おむすびころりん｣など。対象u

小学２年生までのお子さんと保護者
日時u８月８日(木)10:30～11:30　
問u秋田市視聴覚ライブラリー

☎(882)5535

８月25日(日)までイベント盛りだくさ
ん！ 詳しくはクアドームザ・ブーン
へ。☎(827)2301
内容uプレイランドにエアー遊具を設

情報チャンネルa 心地よい頭痛の種はかき氷 ヒサト

・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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①

・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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