
フリマは出店者募集中！(出店無料。
先着５区画。申し込みは下記電話へ)　
日時u９月13日(日)9:00～12:00　
会場u四ツ小屋幼稚園の広場　
問u四ツ小屋地区振興会の榎さん

☎090-7335-1567

市内小･中学校の児童生徒による作品
のうち、理科、社会科、書写、図画工作
科、美術科、技術･家庭科などの部門
ごとに選ばれたものを展示します。
日時u９月５日(土)･６日(日)、9:00～
17:00(６日は15:00まで)　
会場u文化会館地下展示ホール(山王)
問u市教育研究所☎(865)2530

図書リサイクル市やクイズなど。
日時u10月24日(土)10:00～15:00
会場･問uほくとライブラリー土崎図
書館☎(845)0572
★｢リサイクル市｣用の図書を募集
10月18日(日)まで同館へお持ちく
ださい(雑誌、参考書、辞書、百
科事典は受け付けません)。ご協
力をお願いします。

秋田城跡外郭の西門周辺で行ってい
る、第106次発掘調査について現地
で説明します。
日時u８月29日(土)13:30～15:00

集合u秋田城跡調査事務所前(寺内)
問u秋田城跡調査事務所☎(845)1837

■雄和の県農業試験場参観デー
日時u８月28日(金)･29日(土)、9:00～
15:00　内容u農業技術セミナー(28
日10:00～)、高校農業クラブの発表
会(29日10:00～)、農産物販売など　
問u県農業試験場☎(881)3312
■鈴木竜典写真展｢ダンサー｣ 秋田
市文化振興助成事業。日時u８月29
日(土)から９月２日(水)まで、11:00
～18:00(最終日は17:00まで)
会場uMag シェアオフィス(中通二丁
目1-48仲小路ビル地下１階)　
問u写真家の鈴木さん☎(866)3673
■劇団はちのす公演｢法王庁の避妊法｣
国文祭･あきた2014成果継承事業。
日時u①９月５日(土)18:00～、②６日
(日)13:00～ 会場u文化会館 前売券
u1,500円(当日1,800円) 問u同劇
団の加藤さん☎090-4318-7035
■秋田市芸術祭・フォークダンスフ
ェスティバル
日時u９月６日(日)10:00～15:00
会場u北部市民SC(キタスカ) 問u秋
田市文化団体連盟☎(866)4026
■秋田県次世代エネルギーパーク見学ツアー
秋田市と能代市の再生可能エネルギ
ー施設などを見学。特に｢風車｣の謎
に迫ります。昼食あり。対象u小学
生とその保護者　日時u９月19日

(土)8:00～18:00　集合u秋田駅東口
(バスで移動)　定員u20組40人(抽
選)　申込u電話かFAX、ホームペー
ジ(入力フォーム)で、９月３日(木)ま
で(一財)新エネルギー財団計画本部
広報普及部へ。☎03-6810-0361
FAX03-3982-5101
http://www.nef.or.jp/kengaku/akita/boshu.html
■秋田清掃登山連絡協議会の清掃登山
集合は朝5:00に秋田市役所臨時駐
車場。参加費各500円。①神室山
(湯沢市)…９月13日(日) ②焼山(鹿
角市)…９月27日(日)　申込u同協議会
の大山さん☎080-1654-5240
■秋田駒ヶ岳～乳頭縦走｢高山植物
の観察会｣ 日時u９月20日(日)6:00
～16:00　集合uアルパこまくさ(仙
北市田沢湖) 参加費u3,000円 先
着u10人 申込u８月22日(土)9:00
から雄和自然観察協会の伊藤さん

☎090-9535-4941
■秋田市民クルーズ 秋田港活性化
の取り組みとして、セレブリティ･ミ
レニアム号で行く｢秋田市民クルーズ
(神戸港乗船→秋田港下船)｣が秋田市
後援事業として企画されました。申
し込みは、市内の主要旅行代理店、
または(株)ミキ･ツーリストクルーズ
カンパニーへ。☎03-5404-8813
http://www.royalcaribbean.jp/pdf/NEWS/akt.pdf
旅行期間u10月17日(土)～21日(水)
料金u119,800円～339,000円(船
内チップなど別途必要)

＊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。

みんなの掲
けい

示
じ

板
ばん

②

児
じ

童生
どうせい

徒
と

作品展覧会
さくひんてんらんかい

土崎
つちざき

図
と

書館
しょかん

まつり

市
し

立
りつ

病
びょう

院
いん

のIBD教
きょう

室
しつ

９月３日(木)・17日(木)･24日(木)
９:00～12:00

９月10日(木) ９:00～12:00
９月 ４日(金)13:00～16:00
９月 ８日(火)13:00～16:00
９月11日(金)13:00～16:00
９月15日(火) ９:00～12:00   
９月15日(火)13:00～16:00   

直接、市役所１階の市民相談セ
ンターへどうぞ(順番は当日の先
着順。受け付けは15:30まで)。

市民相談センター

市民相談センター

法　律

行政書士

年金・社会保険
司法書士

人権・困りごと

公証人・遺言

要
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相談の種類 相談日時 定員 申し込み相談場所

各６人

各６人

各６人

市民相談センター
行　政

予約は８月25日(火)8:30から、
市役所１階の市民相談センター
の窓口か電話で。☎(866)2039

＊「要予約」の相談の利用は、同一
年度内に１人各１回までです。

９月 ９日(水)13:00～16:00

９月10日(木)13:00～16:00

西部市民サービスセンター
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民
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税　務

保護者や教職員などが対象です。違法･有害情報相談

センター(総務省支援)の桑子博行センター長が、｢子ど

もをネットトラブルの被害者にも加害者にもしないた

めに｣と題し講演します。無料。直接会場へどうぞ。

問い合わせu学校教育課☎(866)2244

子どもの
ネットトラブル防止講演会

日時 ８月29日(土)13:30～15:30

会場 文化会館小ホール
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会場は雄和市民SC(ユービス)。申し
込みは８月24日(月)9:00から雄和市
民SCへ。☎(886)5540
■そば打ち体験教室
対象u小学３年～６年生の親子　
日時u９月６日(日)9:30～12:00
材料費u１組500円　先着u８組16人
■ガラスボトルクラフト教室　
空きびんを熱で変形させて、花びん
や小物入れを作ります。対象u小学
３年生以上の親子　日時u９月12日
(土)9:30～11:30　先着u８組　

ボール投げやマット運動などの体験
や講座。先着20人。
対象u小学生以上(小３以下は保護者
同伴) 日時u９月６日(日)12:50～
15:20　集合uアルヴェ４階の自然
科学学習館(バスで秋田大学へ移動)
申込u８月25日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

対象は高校生以上。申し込みは、８
月25日(火)9:00からアトリエももさ
だへ。☎(888)8137(月曜休館)
■わたしの･あなたの木の箸置き作り
木材を加工して箸置きを作ります。
置きたい箸があるかたはお持ちくだ
さい。講師は山岡 惇 准教授。
日時u９月13日(日)13:00～15:30　
会場uアトリエももさだ(新屋)　
材料費u500円　定員u５人
■京

みやこ

の地域文化とデザイナーの仕事　
京都の伝統文化と四季をキーワード
に、魅力と街づくりやデザイナーの
役割を解説します。講師は官能右泰
教授。日時u９月19日(土)15:00～
16:30 会場u美大サテライトセンタ
ー(フォンテAKITA６階) 定員u30人

ダンスフィットネスの｢ズンバ｣を体
験しよう！ 先着30人。
対象u高校生以上　日時u９月４日(金)･

11日(金)･18日(金)、19:00～20:30
会場u北部市民SC(キタスカ)
申込u８月25日(火)9:00から北部市
民SC生涯学習担当☎(893)5969

女性が対象です。セクハラやパワハ
ラなど、職場のハラスメントや育児
休業などを学びます。定員20人。
日時u９月15日(火)18:30～20:00
会場uサンパル秋田(文化会館内)
申込u８月24日(月)から女性学習セン
ター☎(824)7764

八橋地区の社寺を巡り、歴史や文化
に触れます(前回６月10日のセミナー
に参加したかたはご遠慮ください)。
日時u９月９日(水)12:50～16:30
集合u北部市民SC(バスで移動)
保険料u50円　先着u15人
申込u８月25日(火)9:00から北部市
民SC生涯学習担当☎(893)5969

■紙飛行機教室 紙飛行機を作って
飛ばします。対象u小学１年生以上
(小１～小３は保護者同伴)　
日時u８月23日(日)9:00～12:00　
会場･問u小泉潟公園パークセンター
(金足)☎(873)5272
■若年従業員の職場定着のための管
理職セミナー 対象u若年従業員を
指導する管理職 日時u９月17日(木)
10:00～16:00　会場u秋田テルサ
(御所野)　先着u30人　申込uフレッ
シュワークAKITA☎(826)1735
■自立支援セミナー｢料理をしよう｣
対象u身体障害者手帳をお持ちのかた　
日時u９月19日(土)10:00～15:00　
会場u西部市民SC(ウェスター)
材料費u500円　定員u４人
申込u８月22日(土)から９月２日(水)ま
でに障害者生活支援センターほくと
へ。☎(873)7804･FAX(853)4977
■親子環境教室～あきたシェアキッ
チン 秋田産の食材を使ったカレー
作りや環境学習。対象u小学生以上
の家族　日時u９月26日(土)10:00～
13:00　会場u秋田市民市場(中通)
参加費u1人200円　定員u20組(抽
選)　申込u往復はがきかEメールに

全員の氏名、年齢、電話番号を書い
て、９月１日(火)17:00まで、
〒010-0001 中通六丁目1-65 PP
ビル４階 あきた地球環境会議｢シェ
アキッチン｣係☎(874)8548
Eメール info_ceea@ceeakita.org
■公共職業訓練(介護実務者研修科)　
離職中のかたを対象に、介護業務職
に就職するための職業訓練を行いま
す。教材などは実費です。詳しくは
お問い合わせください。期間u10月
６日(火)～３月22日(火) 会場u市内
の教育機関　定員u30人(選考で決
定)　申込u９月８日(火)までに申込書
をハローワーク秋田へ。
☎(864)4111(部門コードは41＃)

農業地域での陶芸体験、油
あぶら

谷
や

これく
しょんの見学、梨の収穫体験などを
行います。先着20人。
日時u９月15日(火)9:00～16:00
会場u上新城･追分地区(八橋本町六丁
目の農林部に集合し、バスで移動)　
参加費(昼食代含む)u2,500円　
申込u８月24日(月)9:00から農業農
村振興課☎(866)2116

地元プロレス団体や港ばやしのステ
ージのほか、港朝市、食フェスなど。
日時u８月30日(日)10:00～18:00　
会場uセリオンイベント広場　
問u港商友会☎(847)0085(平日）

NPO法人新屋参画屋の冨野昭雄理事
長の解説を聞きながら、新屋の町を
歩きます。先着20人。
日時u９月６日(日)10:00～12:30　
集合uほくとライブラリー新屋図書館
申込u８月22日(土)から同図書館

☎(828)4215

グラウンドゴルフ大会やゲーム大
会、出店、フリーマーケットなど。

情報チャンネルa
■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。
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