
場uジョイナス 入場料u500円(高校
生以下無料)　問u同実行委員長の小
山田さん☎080-1817-3029
■森林教室 東北森林管理局(中通)
に集合し、バスで仁別へ移動。参加
費100円。対象u小学生と保護者　日
時u７月25日(土)8:45～15:40　定
員u13組　申込u７月15日(水)(必着)
まで、はがきかFAXで同局へ。詳し
くはお問い合わせを。☎(836)2211
■防災意識を高めよう 秋田大学に
集合し、バスでにかほ市へ移動。県
内で過去に発生した地震災害につい
ての講義や県防災学習館の見学な
ど。対象u小･中学生(小学生は保護者
同伴)　日時 u８月８日(土)8:30～
17:00　定員u40人　申込u７月31
日(金)まで秋田大学☎(889)2844
■市民スポーツ祭･サッカー　日時u

９月１日(火)から11月３日(火)まで、
18:00～　会場u勝平市民グラウン
ド、スペースプロジェクト･ドリーム
フィールド 参加費u１チーム7,000
円 申込u８月１日(土)まで秋田市サ
ッカー協会事務局☎(864)6117

市内企業の金融支援策として、個別
相談会を開催します。一度に複数の
機関との相談も可能です。資金調達
など、金融･経営に関する悩み事をご
相談ください。
参加機関u市商工労働課、秋田県信
用保証協会、日本政策金融公庫、秋
田県事業引継ぎ支援センター、中小
企業診断士、秋田商工会議所
日時u７月10日(金)13:00～16:30
会場u県社会福祉会館(旭北)
申込u秋田商工会議所経営支援課

☎(866)6677

八橋運動公園内の健康広場を、11月
末までの月～木曜に一般開放しま
す。時間は６:00～21:30。健康増
進や体力向上などにお役立てくださ
い。なお、広場を占有しての利用

や、部活動での利用はできません。
問u八橋陸上競技場☎(823)1472

麻酔科医による骨転移の痛みの話。
駐車場の無料スタンプあり。
日時u７月16日(木)13:15～13:45
会場u市立秋田総合病院２階講堂　
問u市立秋田総合病院がん相談支援
センター☎(823)4171

会場はいずれも市保健センター(八
橋)。申し込みは７月６日(月)8:30か
ら(歯科健康相談は随時受け付け)保
健予防課へ。☎(883)1178
■食生活相談 肥満、高血圧、糖尿
病などのかたの食事相談に、栄養士
が応じます。先着５人。
日時u７月22日(水)9:30～16:30
■歯科健康相談 むし歯や歯周病な
どの相談に歯科衛生士が応じます。
日時u７月27日(月)9:30～12:00

■西部地域運動広場(秋田西中学校グ
ラウンド隣り)の利用申請を受け付け
８月～11月の団体利用分です。申込
u７月14日(火)まで、西部市民SC(ウ
ェスター)地域活動室の西部地域住民
自治協議会窓口にある申請用紙でお
申し込みください。☎(828)4217
■７月12日(日)市の記念日はクアド
ーム ザ･ブーンの入館料が半額　大
人255円、中･高校生205円、３歳
～小学生150円。７月４日(土)から
は屋外25㍍プールも
オープンします！
問u☎(827)2301
■B&G海洋センター
プール(雄和神ヶ村)
がオープン 日時u

７月９日(木)から９月５日(土)までの
9:00～12:00と13:30～16:30　
利用料u150円(高校生以下無料)　
問u雄和南体育館☎(887)2318
■ほくとライブラリー明徳館のボラ
ンティア募集　内容は、電話での朗
読サービス、本の補修、書架整理、
絵本の読み聞かせ、大型紙芝居の作
成など。問u同ボランティアの会の
髙畑さん☎(832)0410

■なんかヤッペーの会ボランティア募集
内容は、太平山リゾート公園で、花
壇作りや植栽などの軽作業(10月ま
で月２回)。会員特典あり。問u同会
事務局の佐々木さん☎(827)2306
■精神障がい者家族相談
日時u７月17日(金)10:00～15:00　
会場u市老人福祉センター３階第３
会議室(八橋)　問uNPO法人秋田け
やき会☎(833)1580
■法律相談 伊勢昌弘弁護士が応じ
ます。日時u７月27日(月)10:00～
12:00　会場u市老人福祉センター
(八橋)　先着u６人　申込u７月６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)
■わかくさ相談電話　少年の悩みに
応じます。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平日の9:00～16:00(月曜のみ
10:00～)　相談電話u(884)3868
■死別の体験を語る｢クレマチスの会｣
苦しみや悲しみを語り合い、分かち
合います。遺族の個人ケアは要予
約。日時 u７月18日 (土 )13:00～
16:00(個人ケアは15:20～)　会場
u県社会福祉会館　お茶代u300円　
申込u７月17日(金)まで秋田グリーフ
ケア研究会☎080-5000-8706
■在宅介護者のつどい 介護上の悩
みなどを語り合います。日時u７月
22日(水)13:30～15:00　会場u市
保健センター(八橋)　問uつどい代表
の小野さん☎090-9037-4482
■こうげん病医療講演会　日時u７
月５日(日)13:00～14:15　会場u県
心身障害者総合福祉センター(旭北)
問u全国膠原

こう　げん

病友の会秋田県支部長
の浅野さん☎0186(48)5845
■秋田大学医学部附属病院のがんの
痛みの治療教室 がん性疼痛

とうつう

などに
ついて。日時u７月８日(水)14:00～
15:00　会場u同病院内図書室　
問u同病院医事課☎(884)6039
■｢8020(はちまるにーまる)｣いい
歯のお年寄り募集　応募者にはお近
くの協力歯科医療機関で健診を受け
ていただきます。対象u80歳以上(昭
和10年３月31日以前に生まれたか
た)で、自分の歯が20本以上あるか
た　申込u８月28日(金)まで秋田地域
振興局健康･予防課☎(855)5170

＊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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・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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市では、10月に実施する｢国勢調査｣の調査員を募集しています(報酬あり)。
詳しくはお問い合わせください。国勢調査秋田市実施本部☎(866)1964
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中学生以下のお子さんと家族が対象
です。テント設営や飯ごう炊飯、キ
ャンプファイヤーなど。秋田駅東口
から無料送迎バスあり。
日時u７月25日(土)･26日(日)の１泊
２日　会場u太平山自然学習センタ
ー｢まんたらめ｣　参加費 u１家族
2,000円(活動費)と１人2,500円(食
材費)　定員(抽選)u10家族　
申込uはがき(１家族１通)に催し名、
住所、参加者全員の氏名、年齢、電
話･FAX番号を書いて、７月10日
(金)(必着)まで、〒010-0824 仁別
字マンタラメ227-１ 太平山自然学
習センター☎(827)2171

小学生が対象。夏野菜の収穫や流し
そうめんの体験など。先着20人。
日時u７月27日(月)10:00～14:00
会場u農家民宿重松の家(上新城)
参加費u2,000円(昼食代含む)
申込u７月６日(月)9:00から農業農村
振興課☎(866)2116

仁別国民の森を自然観察指
導員が案内します。森林博
物館の見学も。市役所から
送迎バスも出ます。先着45人。
対象u小･中学生とその保護者　
日時u７月30日(木)8:50～15:00　
参加費u大人のみ500円
申込u７月６日(月)8:30から農地森林
整備課☎(866)2117

駐車場はありません。工事現場のた
め、バリアフリーではありませんので
ご了承ください。定員各15人(抽選)。
日時 u７月29日(水)①10:00～、②
11:00～、③13:00～、④14:00～
申込u往復はがきに、住所、氏名(１枚
に２人まで)、電話番号、見学希望時
間(希望時間がなければ｢希望なし｣)
を書いて、７月15日(水)(必着)まで、

〒010-0951 山王二丁目１-53
文化振興室☎(866)2246

対象は小学生以上(小４以下は保護者
同伴)。火おこしや土器作りなど、弥
生時代をまるごと体験！
日時u８月１日(土)13:00から２日
(日)10:00まで　会場u弥生っこ村(御
所野)　食事代u500円　先着u15人
申込u７月６日(月)8:30から文化振興
室☎(866)2246

８月６日(木)の竿燈入場前に、竿燈
大通りをパレードしませんか。市民
活動のPR、観光客の歓迎と被災地復
興へのメッセージなどを会場でアピ
ール！ スポーツチーム、サークル、
商店街など、ぜひご参加ください！
申込u７月15日(水)まで、パレード実
行委員会の武内さん

☎090-2363-0398

■お天気フェア 施設見学や観測機
器の展示など。日時u７月11日(土)
10:00～15:00　会場･問u秋田地方
気象台☎(824)0376
■地域力フォーラム in あきた｢秋田
の未来はこう切りひらく！｣ 長野
県小布施町長の市村良三さんの講演
や若者６人の発表など。日時u７月
12日(日)13:00～17:30　会場u遊
学舎　参加費u1,000円(学生500円)
定員u200人　申込uNPO法人あきた
パートナーシップ☎(829)5804
■秋田市芸術祭｢四季の彩｣ 大衆芸
能部門(歌謡曲、大正琴、美容、着付

け、フラダンス、フラメンコ、タップ
ダンス、ジャズダンス、ハーモニカ)
の公演 日時u７月12日(日)13:00～
16:00　会場u文化会館　入場料(高
校生以上)u1,000円　問u秋田市文化
団体連盟☎(866)4026
■マリンウィーク’15 海洋レクリエ
ーション体験スクール ①ヨット乗
船体験と②ボートフィッシング体
験。どちらも２時間程度。定員超の
場合は抽選。対象u小学生以上(小･中
学生は保護者同伴)　日時u７月18日
(土)、10:00～と13:00～ 会場u秋
田マリーナ　参加費u①300円、②
800円　定員u①各15人(１組５人ま
で)、②各12人(１組４人まで)　
申込u往復はがきに、希望体験名と
午前･午後の別(第２希望まで)、代表
者の住所、乗船する全員の氏名･年
齢･性別、連絡先を書いて、７月11
日(土)(必着)まで、〒011-0911 飯島
字堀川118 マリンウィーク体験スク
ール係☎(847)1851
■文化講演会｢佐竹氏の秋田入封｣
講師は秋田大学教授の渡辺英夫さ
ん。日時 u７月18日 (土 )13:30～
15:00　会場u西部市民SC(ウェスタ
ー)３階ホール 問u西部地域住民自
治協議会☎(828)4217
■太平山山ガール登山 対象u20歳
代～40歳代の女性 日程u７月18日
(土)･19日(日)の１泊２日　集合u太平
山三吉神社(広面)　参加費u6,000円
定員u20人　申込u７月12日(日)まで
太平山三吉神社☎(834)3443
■インターナショナルスマイルコレクション
秋田在住の外国のかたの民族衣装の
ファッションショーと交流会。日時
u７月19日(日)14:00～16:30　会

情報チャンネルa
■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

・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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オールドカー in かなあし
日時 ８月９日(日)10:00～14:00
会場 油谷これくしょん(旧金足東小学校)☎(893)4981

夏休み親子イベントに集まれ！ 昔懐かしい車の展示や地元産野

菜･がっこの販売、虫取り体験など、楽しいこと盛りだくさん！ 

昭和のレトロバスに乗って金足地区の文化財巡りu会場で当日9:30

から、先着100人に乗車整理券をお渡しします。会場出発は

10:00から１時間ごとに４回で、県立博物館などを巡ります。

レトロバスが走る風景写真コンテストu当日の運行風景を撮影して

ください。金足こだわりの米･あきたこまちを、最優秀賞(１人)に

30㎏、優秀賞(５人)に10㎏、参加者全員に３㎏進呈します！

参加
無料
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