秋田公立
美術大学の
プチ情報コーナー

プランターの中の憲法

■入場無料■

会場

ポスター

９月22日(火･祝)まで開催中！ 時間▶9:00〜18:00
秋田公立美術大学ギャラリー BIYONG POINT
(八橋の秋田ケーブルテレビ内)

美大コミュニケーションデザイン専攻助手の山本美里さんによる作品展。｢憲法を育て
ること｣を考察するための新作インスタレーションを展示します。最終日には、作家のお
おしまたくろうさんが、身近な道具で製作した楽器を使ったライブも行う予定です。
問い合わせ▶NPO法人アーツセンターあきた☎(888)8137
インスタレーション＝場所や空間全体を作品として体験させる芸術

現在、危険物施設で危険物の取扱
作業に従事しているかた
職種と開催日▶①給油取扱所…11
月30日(月)、12月４日(金)･21日
(月) ②石油コンビナート…12月
23日(水) ③一般(その他)…11
月30日(月)、12月４日(金)･21日
(月)･23日(水) 時間▶①②は9:00
〜12:00、③は13:30〜16:30
会場▶文化会館 受講料▶4,700円
定員▶各120人 申込▶消防本部、
各消防署、秋田県危険物安全協会
連合会(山王)にある申請書で、８
月17日(月)から28日(金)までに同
連合会へ。☎(867)2245
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史跡地蔵田
遺跡(弥生っ
こ村)で土器
づくり活動
をしている
｢土器どきっこ会｣と一緒に作りま
す。土器は後日、焼成(野焼き)し
て完成させます。日時▶８月28日
(金)･29日(土)、10:00〜16:00
会場▶弥生っこ村(御所野)
材料費▶500円 先着▶各５人
申込▶８月11日(火)8:30から文化
振興課☎(888)5607

千秋公園魅力再発見！ パートⅡ

し
カ

おとなの土器づくり

ク

THE KAGAKU
フォトスタンドと
LEDなどを使っ
て、蛍光ペンで書
いた文字や絵が
光って見える手書
き用のサインボー
ドを作ります。
対象▶小学５年生〜中学３年生
日時▶８月18日(火)13:00〜15:30
会場▶秋田県産業技術センター(新
屋町)。アルヴェ４階の自然科学
学習館に集合し、バスで移動しま
す 先着▶20人
申込▶８月12日(水)16:00から自
然科学学習館☎(887)5330

(秋田市自然環境体験活動促進事業)
日時▶８月22日(土)10:00〜12:00
(小雨決行) 会場▶千秋公園二の
丸広場 内容▶ハスとのふれあい
コーナー(講話や象 鼻 杯 体験、ハ
ス茶試飲)は参加自由。次のA･B
コースは要申込で、それぞれガイ
ドと一緒に公園内を巡ります。
Aコース＝自然散策(定員20人)
Bコース＝歴史探訪(定員20人)
A･Bコースの申込▶８月15日(土)ま
でNPO秋田千秋はすの会の鈴木さ
ん☎090-4319-3155
ぞ う
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市民スポーツ祭｢グラウンド･ゴルフ｣
日時▶９月６日(日)8:40〜
会場▶太平山リゾート公園グラウ
ンド･ゴルフ場(グリーンパル)

参加費▶1,000円
申込▶８月25日(火)まで秋田市グ
ラウンド･ゴルフ協会の髙橋さん
☎(845)7338

みんなの掲示板①
◆土崎空襲を伝える
問▶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平和祈念式典
日時▶８月14日(金)10:00〜11:30
会場▶セリオンプラザ
②土崎空襲展
日程▶８月30日(日)まで開催中
会場▶土崎みなと歴史伝承館２階
企画展示室
③土崎空襲を伝える｢証言会＆上映会｣
開催日▶８月23日(日)
時間と内容▶13:10〜＝｢語り継ぐ
土崎空襲｣上映、13:40〜＝土崎空
襲体験者によるトーク、14:20〜
＝｢証言 土崎空襲｣朗読会、14:50
〜＝｢アップルは届かず｣上映
会場▶土崎みなと歴史伝承館階段
教室 先着▶50人
◆アルヴェ落語会 三遊亭兼好の
独演会。乳幼児の同伴は不可。
日時▶９月５日(土)18:30開演
会場▶アルヴェ２階多目的ホール
入場料(全席指定)▶前売券3,000
円、当日券3,500円(前売券完売
の場合、当日券はなし) 前売券
販売所▶秋田チケットアルヴェ店
(１階) 定員▶200人 問▶秋田特
選落語会☎090-3469-0199

＊情報チャンネルaに掲載した市関連以外の事業は、市が特に推奨するものではありません。参加内容は、主催者に事前
によくご確認ください。生じたトラブルに関して、市は責任を負いかねます。
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▼ 情｢報チャンネルａ」は、市関連の情報を優先していますので、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

情報チャンネルa

▶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

情報チャンネルａに掲載した内容は、新型コロナウイルスの影響により、中止または変更
になる場合がありますので、実施の有無については、事前に主催者にご確認ください。
なお、会場ではマスクを着用するなど、感染予防にご協力をお願いします。
■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

講

座

親子ピザづくり体験
対象▶小学生の親子
日時▶８月17日(月)9:30〜13:00
会場▶河辺総合福祉交流センター
材料費▶１組1,000円 先着▶６組
申込▶８月11日(火)9:00から河辺
市民SC☎(882)5171

さとぴあの講座＆体験
会場は上新城の農山村地域活性化
センターさとぴあ(⑤は上新城の
渡邉農園)。申し込みは、８月10
日(月)10:00からさとぴあへ。
☎(893)3412
(開催日時、参加費、定員の順で記載)
①藍の生葉染め
藍畑で藍を収穫し、その葉を使っ
てシルクのストールを染めます。
８月20日(木)13:00〜15:30、
1,300円、16人
②初心者向け民謡教室
50歳以上のかたが対象。
８月20日(木)13:00〜
15:00、700円、15人
③昭和の歌声喫茶 50歳以上の
かたが対象。８月25日(火)15:00
〜16:30、500円、15人
④地元産のブルーベリー de お菓
子づくり 手作りチーズとブルー
ベリーのスイーツピザ、シェイク
を作ります。８月29日(土)10:00
〜12:00、1,000円、15人
⑤リンゴの葉つみ体験
８月30日(日)11:00〜
13:00、300円、16人
な ま

表紙の
はなし
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転勤奥様教室(追加募集)
施設見学や郷土料理教室などで友
人を作り、秋田の生活を満喫しよ
う！ 材料費など実費負担あり。
対象▶秋田市に転入して３年以内
のかた 日時▶９月から12月まで
の原則第１木曜、10:00〜12:00
会場▶中央市民SC洋室４(市役所
３階)ほか 先着▶10人
申込▶８月11日(火)9:00から中央
市民SC☎(888)5654

エコドライブ講習会
地球に優しい運転を心掛ける、エ
コドライブの基礎知識や技術を講
義と実技で身につけます。
対象▶市内に在住または勤務する
かた(自動車運転免許を持ち、日
常的に運転していること)
日時▶８月29日(土)10:00〜12:00
会場▶秋田県警察運転免許センター
(新屋南浜町) 定員▶12人
申込▶環境総務課☎(888)5704

ボランティア活動を充実させませんか
ボランティア活動をうまく進める
ためのポイントを考えます。
対象▶市民活動を行っている、ま
たはこれから活動を始めるかた、
テーマに興味･関心のあるかた
日時▶９月６日(日)10:00〜12:00
会場▶アルヴェ１階音楽交流室Ｄ
定員▶16人 申込▶市民交流サロ
ン☎(887)5312
し
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Silu-Milu-Bar
講師自身の活動とエピソードの紹
介のほか、参加者同士のフリー

トークもあります。時間はいずれ
も18:30〜20:00。会場は市民
交流サロン(アルヴェ３階)。定員
各20人。申し込みは市民交流サ
ロンへ。☎(887)5312
①８月24日(月)に開催
講師▶｢At Home｣〜介護と医療と
在宅をつなぐ会〜の髙橋隼人会長
②９月４日(金)に開催
講 師 ▶鹿 角 市 在 住 の 元 移 住 コ ン
シェルジュで、趣味の燻製作りか
ら燻製屋を起業した燻製屋猫松の
松村託磨さん
く ん せ い

甲種防火管理新規講習
対象▶甲種防火管理者の資格を取
得し、事業所で防火管理業務を行
おうとするかた
日時(各回２日間実施)▶①９月９日
(水)･10日(木)、②９月17日(木)･18
日(金)、③10月５日(月)･６日(火)、
④10月22日(木)･23日(金)。時間
は初日が10:00〜17:00、２日目
が10:00〜16:00
会場▶①②④＝河辺総合福祉交流
センター、③＝文化会館
受講料▶6,000円(振込手数料別)
先着▶各100人
申込▶消防本部、各消防署で配布
する受講申込書に必要事項を記入
し、①か②を希望する場合は、８
月11日(火)から31日(月)まで、③
か④を希望する場合は、９月７日
(月)から25日(金)までに消防本部
予防課へ提出してください
問▶☎(823)4247

危険物取扱者保安講習
対象▶危険物取扱者免状を持ち、

７月中旬から咲き始める千秋公園お堀のハスの花。例年８月中旬すぎまでは、ピンクの可
憐な花びらがまちなかをにぎやかに彩ります。特に夏空が広がったときの風景は、ある意味
〝異次元〟。照りつける暑さを忘れさせ、ほっと一息できるなごみの空間ですね。

広報あきた
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