
＊スペースの都合などにより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。

■三庁見学ツアー(山王)　秋田地方･
家庭裁判所、秋田地方検察庁、秋田
地方法務局を見学。日時u９月30日
(火)9:30～12:00　定員u40人
申込u９月８日(月)から26日(金)  まで
秋田地方･家庭裁判所事務局総務課

☎(824)3121(内線510)

９月16日(火)から30日(火)まで、図
書の特別整理のため、市立図書館を
休館します。詳しくは各図書館へ。
■中央図書館明徳館、移動図書館
イソップ号☎(832)9220
■明徳館河辺分館☎(881)1202
■土崎図書館☎(845)0572
■新屋図書館☎(828)4215
■雄和図書館☎(886)2853
■フォンテ文庫☎(893)6167…子
どもライブラリーと市民学習スペ
ースは利用できます

次回企画展の準備などのため、千秋
美術館と併設する岡田謙三記念館が
臨時休館します。１階ロビーは平日
9:00～17:00に利用できます。
休館期間u９月８日(月)～17日(水)
問u千秋美術館☎(836)7860

９月27日(土)･28日(日)に開催され
る、「秋田25市町村対抗駅伝ふるさ

とあきたラン！」で、運営補助や会
場の設営･撤去、受付などを行うボ
ランティアを募集します。スタッフ
シャツや当日の昼食は支給。説明会
は、９月21日(日)11:00から八橋陸
上競技場で行います。
対象u中学生以上(中学生のかたは、
保護者か引率者の同伴が必要です)
日時u９月27日(土)･28日(日)、7:30
～16:00　会場u八橋運動公園ほか
申込u９月16日(火)まで同実行委員会
事務局☎(825)2520

■わかくさ相談電話 少年の悩みや
心配事など。アルヴェ５階の少年指
導センターで来所相談にも応じま
す。日時u平日9:00～16:00(月曜は
10:00～)　相談電話u(884)3868
■人権相談 高齢者や障がい者に対
する虐待など。９月８日(月)から12
日(金)までの8:30～19:00と、13日
(土)･14日(日)の10:00～17:00　
相談電話u0570-003-110
■マンション管理相談会 対象u区分
所有者、マンション居住者など　日
時u９月13日(土)15:00～17:00　会
場uにぎわい交流館４階　問u秋田県
マンション管理士会☎(868)1383
■精神障がい者家族相談 日時u９
月19日(金)10:00～15:00　会場u

市老人福祉センター２階 問uNPO
法人秋田けやき会☎(833)1580
■法律相談 法律、相続などの相談
に佐々木俊幸弁護士が応じます。
日時u９月22日(月)10:00～12:00　
会場u市老人福祉センター　先着u６
人　申込u９月８日(月)10:00から市
社協ふれあい福祉相談センター

☎(863)6006(電話のみ)

■招福狐の行列の子狐を募集 10月
11日(土)15:00から通町商店街で行
われる｢招福狐の行列｣に、狐のメイ
クで参加するお子さんを募集しま
す。参加費1,000円。
対象u４歳～小学３年生(保護者の同
伴が必要。保護者も狐メイクで)　
定員u20人(衣装サイズは先着順)　
申込uはがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、身長、性別を書いて、９月
16日(火)(必着)まで、〒010-0912
保戸野通町3-26 招福狐の行列実行
委員会事務局☎(862)6837
■なんかヤッペーの会 太平山リゾ
ート公園内で作業体験などを行うか
たを募集しています。10月までに月
２回程度。会費1,000円。会員特典
もあります。詳しくはお問い合わせ
ください。申込u同会事務局(太平山
観光開発㈱内)☎(827)2221
■ハスの写真、絵画、川柳を募集
千秋公園のお堀のハスを題材にした
作品を募集します。写真は２L版～
半切、絵画は20号以内。作品は、国
民文化祭期間中に旧県立美術館に展
示します。応募は１人１点。応募方
法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。申込u９月20日(土)までNPO
秋田千秋はすの会☎(831)5373
■死別の体験を語る｢クレマチスの会｣
大切な人を失った苦しみ悲しみを語
り、分かち合います。遺族の個別ケ
アも行います(要予約。15:20～)。
日時u９月20日(土)13:00～16:00　
会場u県社会福祉会館(旭北栄町)
お茶代u300円　申込u秋田グリーフ
ケア研究会☎080-5000-8706(平
日10:00～16:00)

・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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病児保育をご利用ください
事業の問い合わせ 子ども育成課☎(866)2094

10月１日(水)から、中通総合病院で病児保育室を

開設します。お子さんが病気の際、仕事を休めな

い保護者のため、看護師などがお子さんを一時的

に専用の保育室でお預かりします。

事前登録(利用希望日の前日まで)が必要です。詳

しくは、社会医療法人明和会へお問い合わせいただ

くか、ホームページをご覧ください。☎(834)6461
http://www.meiwakai.or.jp/nakadori/

開設時間 平日の8:00～18:00(年末年始を除く)

対象

おおむね10歳未満の病気のお子さん。通
常の外来で治療可能な病気(麻しん、流行
性結膜炎を除く)が対象です

利用料 2,000円(所得により減免もあります)

定員
６人。ただし、月齢、病状により定員未
満で締め切る場合もあります

病児保育は市立秋田総合病院でも実施して

います。併せてご利用ください。詳しくは

病児保育園｢あすなろ｣へ。☎(883)1520
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県内最大級の環境イベント。今年の
テーマは｢見つけよう、未来へのエコ
メッセージ｣。ステージイベントやエ
コ体験など。ぜひお越しください！
日時u９月６日(土)･７日(日)、10:00
～16:00　会場uアゴラ広場など
問u同実行委員会事務局(県温暖化対
策課内)☎(860)1573

■川尻朝市 新鮮な取れたて野菜な
どを生産者が直売します。
日時u９月６日(土)9:30～11:00　
会場u川尻総社神社境内(駐車場はあり
ません。車での来場はご遠慮くださ
い) 問u農業農村振興課☎(866)2116
■卸売市場開放デー　外旭川の卸売
市場を一般開放。水産物や青果、花
きを特別販売します。日時u９月20
日(土)9:00～12:00　問u秋田市卸売
市場協会☎(869)5255

開催は９月30日(火)まで(平日のみ)、
9:00～17:00。問い合わせは文化
振興室へ。☎(866)2246
旧河辺農林漁業資料館収蔵資料展示　
…旧三内川発電所の様子や当時の生
活用具などを展示。会場u河辺市民
サービスセンター１階ホール
旧雄和ふるさとセンター収蔵資料展示
…昔懐かしい脱穀や籾

もみ

すり作業の道
具などを展示。会場u雄和市民サー
ビスセンター１階ホール

詳しくは秋田市文化団体連盟へお問
い合わせください。☎(866)4026
■フォークダンスフェスティバル
日時u９月７日(日)10:00～14:30
会場u北部市民サービスセンター
■総合美術展 絵画、書道、俳画、
人形、押し絵などを展示します。
日時u９月22日(月)から27日(土)ま
で、10:00～17:00(22日は12:00
から、27日は16:00まで)　
会場u文化会館展示ホール　

■秋田市民文芸大会 短歌、俳句、
川柳の文芸大会。日時u９月28日(日)
13:00～16:30　会場u文化会館

９月15日(月)はクアドーム ザ･ブー
ンへ行こう！ ☎(827)2301
■当日は60歳以上のかたの入館料が
半額…通常510円が255円に！
■「佐々木ツナ子御一行」民謡歌謡シ
ョー(13:00～14:00)…要入館料。

アルツハイマーデー(９月21日)記
念･公開講演会。講師は、認知症サポ
ート医の圓

つぶら

谷
や

智夫さん。定員100人。
日時u９月20日(土)13:30～15:00　
会場u市老人福祉センター(八橋)
問u(公社)認知症の人と家族の会秋田
県支部☎(866)0391

■カヌー体験会
日時u９月21日(日)10:00～12:00
会場u岩見川特設会場(河辺坂本)
参加費u1,000円(高校生以下500円)
申込u９月17日(水)まで秋田市カヌー
協会の石塚さん☎(839)7859
■陸上競技 日時u10月４日(土)･５
日(日)、9:00～ 会場u八橋陸上競技
場　参加費 u1,000円(中学生800
円、小学生500円)　申込u９月20日
(土)まで秋田市陸上競技協会の安田
さん☎090-4479-3166
■ゲートボール 日時u10月９日(木)
9:00～ 会場uあきたスカイドーム
(雄和) 参加費u600円　申込u10月
１日(水)まで秋田市ゲートボール協
会事務局の菅原さん☎(824)5494
■テニス(ミックスダブルス)
日時u10月11日(土)9:00～ 会場u八
橋テニスコート 参加費u１チーム
4,000円　申込u10月１日(水)まで秋
田市テニス協会の渡部さん

☎090-1370-2947
■ソフトテニス 会場u八橋テニスコ
ート 一般の部u10月12日(日)9:00
～。参加費１ペア1,000円　小･中
学生の部u10月13日(月)9:00～。参
加費１ペア1,000円(小学生は500
円)。申込u９月24日(水)まで秋田市
ソフトテニス連盟の三浦さん

☎090-7337-6918

■レスリング 日時u10月12日(日)
9:30～ 会場u秋田商業高校　申込u

９月30日(火)まで秋田市レスリング
協会の宮原さん☎(862)3237
■弓道(一般の部) 日時u10月13日
(月)9:30～ 会場u一つ森公園弓道場
申込u９月29日(月)まで秋田市弓道連
盟の小松原さんへ電話またはEメー
ルで。☎(889)6789
Eメール onoba693@ybb.ne.jp

■企画展｢シルクロードの芸術 仏教
美術からモンゴル近代絵画まで｣
日時u９月10日(水)から18日(木)まで、
9:00～16:30(15日(月)は休館)　会
場uアトリエももさだ 問uNPO法人
秋田歴史文化伝承会☎(834)5577
■ブラウブリッツ秋田ホームゲーム
八橋球技場(あきぎんスタジアム)で
開催されるホームゲームをみんなで
応援しよう。チケットなど、詳しく
はお問い合わせください。日時u①
９月14日(日)15:00～、対 FC町田
ゼルビア　②９月20日(土)13:00～、
対ツエーゲン金沢　③10月11日
(土)13:00～、対Y.S.C.C横浜　問u

ブラウブリッツ秋田☎(874)9777
■清掃登山　朝5:00に秋田市役所
駐車場集合。参加費各500円。
①９月14日(日)…虎毛山(湯沢市)　
②９月28日(日)…焼山(鹿角市)
申込u秋田清掃登山連絡協議会の大
山さん☎080-1654-5240
■あきた産デーフェア　県産野菜や
加工品の直売市。日時u９月20日(土)
9:30～16:00　会場u秋田駅西口大
屋根下　問u    あきた産デーフェア出
展者協議会☎(853)9021
■佐竹城下を歩く会(手形社寺巡り)
日時u９月20日(土)10:00～12:00
集合u秋田大学正門前
問u同会事務局☎(832)8708
■秋田駐屯地62周年記念行事
観閲行進や訓練展示、試乗コーナー
など。日時 u９月21日 (日 )8:00～
15:00　会場･問u陸上自衛隊秋田駐
屯地(寺内)☎(845)0125(内208)
■ときめきフリーマーケット　
日時u９月23日(火)10:00～15:00　
会場u魁新報社１階さきがけホール　
問uNPO法人秋田21女性の会の三浦
さん☎090-2985-0598
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