
視化し、課題解決のアイデアを生
み出すための手法を学びます。講
師はAkita Graphic Recordersの
佐藤まどかさん。日時▶10月16
日(日)10:00〜15:00(休憩あり)　
会場▶アルヴェ２階多目的ホール
先着▶16人　申込▶市民交流サロ
ン☎(887)5312

会場は文化会館(③はあきた芸術劇
場ミルハス)。詳しくはお問い合わ
せください。問▶①②は秋田市文
化団体連盟☎(866)4026、③は
秋田市民合唱連盟☎(835)6104
①総合美術展　
絵画、書道、手芸の展示。
日時▶９月16日(金)から21日(水)
まで、10:00〜17:00(16日は
12:00から、21日は16:00まで)
②秋田市民文芸大会　
短歌、俳句、川柳の研究会など。
投稿されたかたが対象。
日時▶９月18日(日)13:00〜
③あきた芸術劇場ミルハス開館記
念秋田市民合唱祭　
秋田市民合唱連盟による合唱。
日時▶10月２日(日)12:30〜

日時▶10月２日(日)9:30〜12:00
会場▶御所野総合公園　おもな内
容▶①②はいずれか１世帯１教室
(9:15から整理券を配布)。①苔
玉作り教室(先着40人)、②花の寄
せ植え教室(先着40人)、③チュー
リップ植付け体験(球根のプレゼ
ントも。先着100人)、④苗木の
配布(11:00〜、先着100人)、
⑤資源化物の正しい出し方クイズ
(先着50人) など　問▶秋田市総合
振興公社☎(829)0221

◆たいせつにしよう、いろんなきもち。
心理教育プログラム｢びーらぶプ
ログラム｣により、母と子の安全
な関係や対等なコミュニケーショ
ンを学びます。対象▶就学前後の

お子さんと母親　日時▶10月16日
(日)10:00〜12:00　会場▶中央市
民SC洋室４(市役所３階)　
先着▶６組(託児あり。要申込)　
申込▶９月20日(火)9:00からびー
らぶ秋田☎080-5625-0379
◆文学講座｢北の文学−『種蒔く
人』の時代｣　秋田市文化振興助
成事業。東京大学名誉教授の小森
陽一さんによる基調講演など。
日時▶10月９日(日)13:00〜15:40　
会場▶あきた芸術劇場ミルハス小
ホールB　申込▶私設図書館本庫
HonCo☎(827)7032
◆あきた芸術劇場ミルハス開館記念
芸術文化フェスティバル in あきた
秋田市文化振興助成事業。古典芸
能ステージなど。チケットの購入
方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。
日時▶10月９日(日)12:00〜　会場
▶あきた芸術劇場ミルハス大ホール　
チケット料金▶2,000円(高校生以
下1,000円)　定員▶2,000人　
問▶秋田の地域文化を咲かせる会
の北林さん☎080-6035-6104
◆お魚屋さんのさばき方教室
鮭のさばき方。さばいた切り身は
持ち帰りとなります。対象▶18歳
以上のかた(お子さん連れは不可)　
日時▶10月18日(火)10:00〜12:00
会場▶卸売市場(外旭川)　材料費
など▶3,500円　定員(抽選)▶６人　
申込▶はがきに講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、９
月22日(木)(必着)までに、〒010-
0802 外旭川字待合28 あきた市
場マネジメント☎(869)5294
◆あきたエコ＆リサイクルフェスティバル　
エコをテーマとした、さまざまな
団体の出展ブースや超神ネイガー
のショー、抽選会など。日時▶10
月８日(土)･９日(日)、10:00〜
16:00(９日は15:00まで)　
会場▶アルヴェ１階きらめき広場　
問▶県温暖化対策課☎(860)1560
◆あきた脱炭素支援セミナー　地
域事業者を対象とした省エネに関
するセミナー。オンライン配信で

も受講できます。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

http://www.ceeakita.org
日時▶10月18日(火)13:30〜
会場▶アルヴェ２階多目的ホール
問▶(一社)あきた地球環境会議

☎(874)8548
◆東北北部三県警察音楽隊演奏会
日時▶11月19日(土)13:30〜　
会場▶あきた芸術劇場ミルハス大
ホール　申込▶締め切りは10月
10日(月)。申込方法など、詳しく
はホームページをご覧ください。
https://www.police.pref.akita.lg.jp
問▶秋田県警察音楽隊

☎(863)1111
◆アルヴェ映画祭
上映時間は18:30〜。チケットの
購入方法など詳しくはホームペー
ジをご覧ください。
https://www.alve.jp/events/p2116
上映日(いずれも10月)▶７日(金)
＝愛がなんだ／14日(金)＝マイス
モールランド／21日(金)＝映画｢聲
の形｣／28日(金)＝はじまりのう
た　会場▶アルヴェ２階AL☆VEシ
アター　料金▶１作品500円(前売
券完売の場合、当日券はなし)　
定員▶各127人　
問▶秋田シネマ＆エンターテイメ
ント☎(884)7450
◆映画｢咲

え

む｣上映会　全日本ろう
あ連盟創立70周年記念作品。申
込方法など詳しくは市ろうあ協会
へお問い合わせください。
FAX(864)2782／Eメール 
roukyou.akitasi220815@gmail.com
日時▶９月25日(日)、10:00〜、
13:30〜　会場▶文化会館
料金▶1,200円(小･中学生500円)　
◆羽州浜街道を巡る 川尻編
日時▶10月３日(月)10:00〜12:30
集合▶総社神社(川尻)　先着▶20人
申込▶はがきに住所、氏名、電話番
号を書いて、９月20日(火)から27
日(火)(必着)までに、〒010-0921 
大町一丁目２-37 秋田観光コンベ
ンション協会内 秋田市観光案内人
事務局☎080-8201-1784

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

みんなの掲示板①

第65回秋田市芸術祭

花とみどりのふれあいまつり



申し込みは、９月20日(火)17:00
まで農山村地域活性化センターさ
とぴあ(上新城)へ。☎(893)3412
①縄文体験講座｢縄文デイキャンプ｣
縄文人の食生活を学んで体験し、 
縄文風ジビエ料理を試食します。
対象▶高校生以上のかた　日時▶10
月４日(火)10:00〜13:00　会場▶
山の学校北の風(河辺三内)　参加
費▶1,500円　定員(抽選)▶15人
②歴史講座｢羽州街道を行く｣　
日時▶10月５日(水)10:00〜11:30
会場▶さとぴあ　参加費▶300円
定員(抽選)▶15人
③太平山中岳 親子登山　対象▶小
学３年生以上の親子　日時▶10月
８日(土)…8:00〜森林学習館木こ
りの宿駐車場で受付　参加費▶１
人500円　定員(抽選)▶５組
④ライブで楽しむジャズ講座　
日時▶10月15日(土)15:00〜17:00
会場▶さとぴあ　参加費▶600円
定員(抽選)▶20人

①人物デッサンと②静物デッサ
ン。講師は①洋画家の加藤貞子さ
ん、②洋画家の伊藤 隆さん。
日時▶①10月16日(日)13:30〜
16:30、②10月23日(日)14:00〜
16:00　会場▶アトリオン地下１
階多目的ホールC　先着▶各10人　
申込▶①は９月20日(火)9:00か
ら、②は21日(水)9:00から千秋美
術館☎(836)7860

時間は10:00〜13:00。会場は
秋田テルサ。申し込みは、９月
21日(水)10:00からテルサへ。

☎(826)1800
(開催日、参加費、定員の順で記載)
①男子厨房に入る･とり天
　▶８日(土)、1,500円、16人
②くまパンとハニーグラハムクラッカー
　▶13日(木)、2,400円、12人
③カラフルモザイク寿司と飾り巻き寿司
　▶26日(水)、2,400円、16人

電子部品を基板にはんだ付けし、
プログラミングで動くロボカーを
組み立てます。対象▶小学４年生
以上ではんだ付け経験のあるかた
日時▶10月１日(土)13:00〜15:00
会場▶自然科学学習館(アルヴェ４
階)　定員(抽選)▶10人　
申込▶９月21日(水)から25日(日)ま
での9:00〜17:00に自然科学学
習館☎(887)5330

講師はトルコの日本人学校で校長
を務めていた脇坂昭視さん。テー
マは｢異文化･国際理解のススメ〜
トルコ･イスタンブールでの生活か
ら〜｣。日時▶９月24日(土)13:30
〜15:00　会場▶きららとしょか
ん土崎図書館２階研修室　先着▶
20人　申込▶９月16日(金)10:00
から同図書館☎(845)0572

心肺蘇生法やAEDの使い方を学び
ます。対象▶中学生以上のかた
日時▶10月８日(土)9:00〜12:00

会場▶土崎消防署　先着▶20人　
申込▶９月17日(土)から土崎消防
署☎(845)0285

｢生活困窮者のゲートキーパー研
修〜こころのSOSに気づき相談窓
口につなぐ〜｣と題し、生活困窮
者が生活困窮から自殺に追い込ま
れないために、観察のポイントや
声かけの例などを学びます。講師
は臨床心理士の浅沼知一さん。オ
ンライン配信でも受講可。
対象▶金融機関や不動産関連会社
など家計に関わる関係機関や医療
機関などで働いているかた　
日時▶10月13日(木)13:30〜15:30
会場 ▶イヤタカ５階ハーモニー
ホール(中通)　先着▶40人　
申込▶電話かEメール(オンライン
参加希望の場合はEメール)で、講
座名、氏名、勤務先を９月16日
(金)から健康管理課へお知らせく
ださい。☎(883)1180
Eメール ro-hlhm@city.akita.lg.jp

講師は、中居釣具店店主の山田希
望さん、㈱釣り東北社社長の伊藤
克朗さん、元国交省秋田港湾事務
所所長の松渕 知さん。｢毛針と北
防波堤が秋田の釣りと秋田を変え
る｣と題してそれぞれの活動を紹
介。日時▶10月23日(日)14:00〜
15:30　会場▶市民交流サロン(ア
ルヴェ３階)　先着▶20人(うち５
人はオンライン配信で受講可)　申
込▶市民交流サロン☎(887)5312

議論などの内容を絵や図などで可
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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

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

さとぴあの農山村体験講座

講座･催し
テルサの料理教室(10月分)

千秋美術館｢デッサン講習会｣

市民文化講座
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普通救命講習会

生活困窮者支援者向け講座
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話そう！ 描こう！ グラフィック･レコーディング体験講座

電子工作教室(中級編)

　新病院の周辺をぐるぐる歩きながらシャッターを切ること約100枚！ 撮る角度･場所によっ
てさまざまな表情を見せてくれましたが、表紙に採用となったのは、青空に映える建物を見上
げるように撮った１枚。新病院がやさしく見守ってくれているように見えました。


