
ら選べます。
貝がらや小石を飾り付けてスペ
シャルな夏休みの工作と思い出を
つくろう！ 汚れてもよい服装で
お越しください。対象▶小学生と
父親　日時▶８月７日(日)10:00〜
12:00　会場▶中央市民SC３階洋
室４　材料費▶800円　先着▶８組　
申込▶７月４日(月)9:00から29日
(金)までに電話かＥメールで、作
成したいコース、氏名、電話番
号、参加人数を、生活総務課女性
活躍推進担当へお知らせくださ
い。☎(888)5650
Eメール danjyo@city.akita.lg.jp

ガラスのペーパーウエイト作りな
ど。対象▶小学生(小学３年生以下
は保護者同伴)　日時▶７月28日
(木)･29日(金)、10:00〜11:00、
13:30〜14:30　会場▶新屋ガ
ラス工房　材料費▶１人1,100円　
定員(抽選)▶各10人　申込▶７月
12日(火)から18日(月)まで自然科
学学習館☎(887)5330(9:00〜
17:00)

普段は見ることができない文化会
館の舞台裏見学や、音響装置･照
明機器の操作などを体験！
対象▶小学生と保護者
日時▶７月26日(火)10:00〜12:00　
定員(抽選)▶10組
申込▶７月４日(月)から11日(月)ま
でにEメール(件名は舞台裏探検希
望)で、親子の氏名(ふりがな)、電
話番号、お子さんの学年、性別を
文化会館へお知らせください。申
し込みは１組１回まで
Eメール ro-edch@city.akita.lg.jp
問▶文化会館☎(865)1191

市文化振興助成事業。江戸の三
味線音楽｢長唄｣の解説とワーク
ショップを交えたコンサート。出
演は渡辺麻子さん(東音)ほか。日
時▶７月24日(日)、１部14:00開

演、２部17:00開演　会場▶民俗
芸能伝承館　参加費▶一般2,500
円、高校生以下1,000円。１部の
み就学前のお子さん入場可(無料)
先着▶各30人　申込▶電話かＥメー
ルで、氏名、電話番号を同事務局
の渡辺さんへ。当日券(一般、高校
生以下とも500円増)の有無はお問
い合わせを。☎090-6112-3254
Eメール asanone.2021@gmail.com

講師は美術家の浅野壽里さん。
洋画家･岡田謙三の絵に見られる
｢かさねの色目｣の組み合わせを
使って、松･竹･梅を自由にコラー
ジュをします。日時▶７月30日
(土)13:30〜15:00　先着▶10人　
会場▶アトリオン地下１階多目的
ホールC　申込▶７月４日(月)9:00
から千秋美術館☎(836)7860

秋田市地域おこし協力隊の毛利菜
摘隊員が企画する移住された子育
て世帯の交流イベント。ビニール
プール遊びや、ランチを食べなが
ら秋田市くらしの情報交換、現
役助産師･看護師による育児相談
も。おやつのお土産や名谷宗泰隊
員が撮影した家族写真のデータ
をプレゼント！ 対象▶就学前のお
子さんがいる世帯(移住者以外の
かたも大歓迎)　日時▶７月31日
(日)10:00〜14:00　会場▶おーる
秋田･ふるさと館みんなの実家門
脇家(上新城)　
参加費▶一世帯1,000円
定員(抽選)▶７世帯
申込▶７月２日(土)１２:００
から18日(月)まで右のコードを
読み込んで、市の電子申請･届出
サービスからお申し込みください　
問▶人口減少･移住定住対策課

☎(888)5487

７月２日(土)から屋外25mプール
がオープン！ また、７月10日(日)

は市の記念日(７月12日)にちなん
で入館料が半額に！
▶大人520円→260円
▶中･高校生415円→205円
▶３歳〜小学生310円→155円
問▶ザ･ブーン☎(827)2301

◆親子体験教室　対象は小学生の
親子。時間は10:00〜11:30、
13:30〜15:00。会場は中央シ
ルバーエリア陶芸室(御所野)。定
員は各回６組。申し込みは、秋田
県中央地区老人福祉総合エリア
へ。☎(829)2151
①陶芸＝実施日▶７月31日(日)
参加料▶１人1,150円
②七宝焼き＝実施日▶８月７日(日)
参加料▶１人900円
◆めのがっこうでいっしょにあそぼう！
視覚支援を必要とする就学前のお
子さんと保護者などを対象とした
交流会。日時▶８月４日(木)9:30〜
12:10　会場▶県立視覚支援学校　
申込▶７月15日(金)まで電話かFAX
で住所、氏名、電話番号を県立視
覚支援学校へお知らせください
☎(889)8571･FAX(889)8575
◆のぼれ！イシダ坂！！ 
新屋高校文化部の長所を活かし
た体験型教室！ 対象▶小〜中学
生　日時▶８月５日(金)10:00〜
12:00　会場 ▶新屋高
校　申込▶７月27日(水)
まで右の申込フォームか
ら。コースと定員▶写真
体験＝10人、実験＝20人、万華
鏡づくり＝20人　問▶新屋高校☎
(828)8589
◆日本女子テニス連盟のわくわく
体験テニス
対象▶小学１〜３年生、テニス初
心者の４･５年生と保護者　日時▶
８月６日(土)･７日(日)、10:00〜
12:00　会場▶北野田公園アリー
ナ(屋内テニスコート)　参加料▶
１人1,500円

申込▶７月23日(土)まで同連盟秋
田県支部の辻さん

☎080-1826-0552

22＊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。 市外局番＝☎018

クアドーム ザ･ブーンへGO！

夏休みはじめての長唄体験コンサート

親子で文化会館の舞台裏を探検

ワークショップ｢日本の伝統をコラージュする｣

科学つめあわせ便 ガラスの科学

みんなの掲示板①

のんびり家族で交流TIME
〜夏のプール遊び編〜

新屋高校

家族で交流



西部市民SCに集合し、バスで移
動します。対象▶西部地域の小学
生(小３以下は保護者同伴)　
日時▶７月29日(金)8:50〜16:00　
会場▶県環境と文化のむら(五城目
町)　参加費▶１人50円
先着▶15人　申込▶７月５日(火)か
ら平日の9:00〜17:00に西部市
民SC☎(828)4217

自然観察指導員と親子で仁別国民
の森を散策します。お子さんにカ
ブトムシをプレゼント！
市役所から送迎バスあり。
対象▶小･中学生と保護者　
日時▶８月10日(水)8:50〜15:00
参加費▶1人500円　
先着▶20人　申込▶７月13日(水)
8:30から20日(水)までの平日に
農地森林整備課☎(888)5741

太平山自然学習センターほかを会
場に、テント泊、飯ごう炊飯、
キャンプファイヤー、バンブーク
ラフト、小枝スプーン･フォーク
作りをします。秋田駅東口から
送迎バスが発着します。対象▶中
学生以下のお子さんと家族　日
時 ▶８月６日(土)11:40〜７日
(日)13:15　参加費▶１家族2,000

円と１人2,500円　定員▶８家族
(定員超の場合、初参加を優先し
て抽選)　
申込▶往復はがき(１家族１通)の
往信面に、催し名、住所、参加者
全員の氏名、年齢、電話番号、返
信面に住所、氏名を書いて、７月
２日(土)から12日(火)(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

北部市民SCに集合し、バスで移
動します。対象▶小学３年生以上
のお子さんと保護者
日時▶８月６日(土)9:00〜15:40
会場▶あきた白神体験センター、
八峰町中浜海岸　参加費 ▶１人
500円　定員(抽選)▶６組
申込▶往復はがき(親子２人１組
１通)に、催し名、住所、参加者
全員の氏名(ふりがな)、お子さ
んの学校名と学年、電話番号を
書いて、７月８日(金)(消印有効)
まで、〒011-0945 土崎港西五
丁目３-１ 北部市民サービスセン
ター☎(893)5969

対象 ▶小学生以上のお子さんと
保護者(１組３人まで)　日時▶７
月27日(水)･28日(木)･29日(金)、
9:30〜13:00　会場▶園芸振興セ
ンター(仁井田)　参加費▶１人600
円　定員▶各４組(定員超の場合、
初参加を優先して抽選)　申込▶は
がきまたはEメールで、講座名、
希望日(複数可)、住所、参加者全
員の氏名、お子さんの年齢、電話

番号、Eメールアドレスを記入の
上、７月１日(金)から８日(金)(消印
有効)まで、〒010-8560 秋田市
役所産業企画課☎(888)5725
Eメール ro-agmn@city.akita.lg.jp

◆親子陶芸教室
皿･マグカップ･ペン立てから１つ
選んで作ります。西部市民SCに
集合し、バスで移動します。
対象▶小学生の親子　日時▶７月
22日(金)9:20〜12:30　会場▶
いやしろち(雄和)　材料費▶１人
1,500円　先着▶８組　申込▶７月
５日(火)から平日の9:00〜17:00
に西部市民SC☎(828)4217
◆夏休み｢子ども陶芸教室｣
対象▶小学４〜６年生のかた　日
時▶７月25日(月)9:30〜12:00　
会場▶北部市民SC陶芸工作室　
材料費▶600円
定員(抽選)▶16人　申込▶７月４日
(月)9:00から８日(金)まで北部市
民SC☎(893)5969

◆夏休みチャレンジ工作〜ビック
リカメラを作ろう！
対象▶小学生の親子　日時▶７月
23日(土)10:00〜11:30　会場
▶河辺市民SC３階和室　材料費▶
100円　先着▶20組　
申込▶７月４日(月)8:30から河辺
市民SC☎(882)5171
◆お父さんと一緒に夏休みの工作
をつくろう！
講師はオレンジカウンティウッド
ワークスの熊地梨紗さん。ペン立
て、ブックスタンドの２コースか
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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

表紙の
はなし

22･23㌻に掲載した内容は、新型コロナウイルスの影響により、中止･変更になる場合がありますので、実施の
有無は、事前に主催者にご確認ください。また、会場ではマスクを着用するなど、感染予防にご協力願います

情報情報チャンネルaチャンネルa

陶芸づくりにチャレンジ！

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

親子で工作にチャレンジ！

森で遊ぼう 自然観察と自由工作

アスパラガス収穫とピザづくり

親子で野外体験 シーカヤック

夏のファミリーキャンプ

仁別国民の森で自然観察会

23　広報あきた　2022年７月１日号

　秋田市の初夏の風物詩｢あきた観光レディー蕗刈り撮影会｣が開催されました！ 大蕗
と秋田おばこ姿の観光レディーのコラボレーションはまさに〝映えショット〟。これ
から迎える夏本番もみずみずしい笑顔で、秋田の魅力をPRしてくれることでしょう♪


