
とり｣について、日本近代文学研究
者の北条常久さんが話します。
日時u９月26日(水)10:00〜12:00
会場･問u東部市民SC☎(853)1389

講師は歴史作家の土居輝雄さん。
日時u10月３日(水)10:00〜11:30
会場uほくとライブラリー明徳館
２階研修室　定員u50人　申込u９
月11日(火)9:00からほくとライブ
ラリー明徳館☎(832)9220

■上級救命講習会　応急手当や心
肺蘇生法、AEDの使い方など。
日時u９月23日(日)9:00〜18:00
会場u南部市民SC 先着u10人　
申込u９月８日(土)から秋田南消防
署救急担当☎(839)9551
■飯島塾公開講座｢秋田の山村に
移住して〜何もないところにすべ
てがあった〜｣ 日時u９月19日
(水)14:00〜15:30　会場u飯島地
区コミセン 問u飯島塾事務局の
野中さん☎090-5842-2000
■８人制バレーボールC級審判員
認定講習会　日時u９月19日(水)
9:30〜16:00　会場u県スポーツ
科学センター 受講料u500円　
申込u９月15日(土)まで秋田市８人
制バレーボール連盟の長谷川さん

☎090-9425-2169
■知的障がい児者サポーター講座
講演や意見交換会など。
日時u９月17日(月)13:30〜17:00
会場u県社会福祉会館10階(旭北)
定員u200人　申込u９月10日(月)
まで秋田市手をつなぐ育成会の近
藤さん☎090-8785-8436
■ウェスター文化講演会｢麹
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、その
古くて新しいもの｣　日時u９月22
日(土)13:30〜15:00　会場u西部
市民SC 問u西部地域住民自治協
議会☎(828)4217
■星空案内人Ⓡ資格認定講座　テ
キスト代自己負担あり。対象u中学
生以上　日時u９月22日(土)･23日
(日)･24日(月)、10:00〜16:50(22
日は15:00〜)　会場u秋田大学(手

形)　先着u30人　申込u秋田大学
天文台の毛利さん☎(889)2655

申し込みは自然科学学習館(アル
ヴェ４階)へ。☎(887)5330
■秋を見つけよう！ in 大森山
自然科学学習館に集合し、バスで
動物園へ移動します。大人は入園
料720円が必要です。
対象u小学生以上(小３以下は保護
者同伴) 日時u９月24日(月)9:20
〜14:45　先着u30人　
申込開始u９月11日(火)16:00から
■ロボットプログラミング(応用編)
対象u小学４年生以上(ロボットプ
ログラミング経験者で２人１組)
日 時 u９ 月 29日 (土)、①9:20〜
11:50、②13:00〜15:30　会場u

自然科学学習館 先着 u各10組
申込開始u９月19日(水)16:00から

｢秋｣｢月｣｢夜｣から思い浮かぶ、好
きな本を紹介し、お互いに質問を
しながら語りあいます。日時u９
月25日(火)17:30〜19:00　会場
uほくとライブラリー新屋図書館
倉庫棟　先着u10人　問u９月10
日(月)10:00からほくとライブラ
リー新屋図書館☎(828)4215

秋田のイタヤ箕製作技術を公開。
日時u９月15日(土)13:30〜15:30
会場u旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯
亭)庭園　入園料u200円　問u佐
竹史料館☎(832)7892

問u秋田市文化団体連盟
☎(866)4026

①秋田市民文芸大会(短歌･俳句･川柳)
日時u９月23日(日)13:00〜　
会場u協働大町ビル
②総合美術展(絵画･書道･俳画･人
形･押絵･手芸など)　日時u10月４

日(木)から９日(火)までの10:00〜
17:00(４日は12:00から、９日
は16:00まで)　会場u文化会館

■秋田元気祭り 竿燈演技や“千秋
花火”など。 日時u９月15日(土)
10:00〜19:00 会場uエリアな
かいちにぎわい広場ほか 問u同
実行委員会事務局☎(838)0874
■千秋花火準備のため佐竹史料館
と久保田城御隅櫓が15日(土)13:30
に閉館します 御物頭御番所は、
防火対策のため９月14日(金)から
16日(日)まで観覧できません。
問u佐竹史料館☎(832)7892
■なんぴあ魅力アップコンサート
｢楽しい音楽会｣　フルート、ハー
プ、ギター、ソプラノ独唱など。
日時u９月29日(土)14:00〜15:30
会場u南部市民SC別館(牛島)　
問u南部地域づくり協議会(同別館
内)☎(853)5727
■きもちのいい家つくろう
段ボールなどでお家作り！
対象u小学生の親子(祖父母も可)
日時u９月29日(土)12:30〜16:00
会場u遊学舎(上北手)　先着u10組
申込u９月10日(月)まで秋田県建築
士会☎(827)3718(平日)
■グラウンド･ゴルフ交流大会
日時u10月８日(月)8:40〜　会場u

太平山グラウンド･ゴルフ場　参加
費u1,000円 先着u320人　申込u

締め切りは９月28日(金)。同グラ
ウンド･ゴルフ場にある申込書に、
参加費を添えて提出してくださ
い。問u秋田市グラウンド･ゴルフ
協会の高橋さん☎(845)7338
■秋田商業の｢キッズビジネスタ
ウン｣に参加する小学生を募集
高校生が模擬的に開設した街で、
就業･買い物を体験しよう！ 
日時u10月20日(土)10:00〜15:00
会場u秋田商業　参加費u500円
定員u300人　申込u締め切りは９
月21日(金)。詳しくは、同校のホ
ームページをご覧ください。
http://akisho.ed.jp/business/
問u秋田商業☎(823)4308
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製作見学会

佐竹義宣と石田三成

秋田市芸術祭





対象u18歳以上のかた 日時u９月
25日(火)10:00〜12:00　会場u河
辺市民SC 材料費u300円　先着
u15人　申込u９月10日(月)9:00
から河辺市民SC☎(882)5171

会場は中央市民SC(市役所３階)。
申し込みは９月10日(月)8:30から
生涯学習室へ。☎(888)5810
■中国の旅の楽しみ方　
39歳以下のかたを優先します。
日時 u９月25日 (火 )、10月２日
(火)、19:00〜20:30　先着u20人　
■親子クッキング教室　
秋田の旬の食材を使います。
対象u小学生と保護者
日時u９月29日(土)14:00〜17:00
材料費u１組1,000円　先着u８組

稲穂や松ぼっくりなどでインテリ
アになる植物標本作り。対象u19
歳以上のかた　日時u10月13日
(土)、①10:00〜12:00、②13:00
〜15:00　会場uサンライフ秋田
受講料などu2,500円 定員u各20
人　申込u９月８日(土)10:00から
サンライフ秋田☎(863)1391

時間は10:00〜13:00。会場は秋
田テルサ。申し込みは９月11日
(火)10:00から。☎(826)1800
(開催日、参加費、定員の順で記載)
①飾り巻き寿司
10月３日(水)、1,800円、16人　
②アンパンとかぼちゃミニチーズケーキ

10月11日(木)、1,800円、12人　
③さんまパエリア、栗ごはん、枝豆おこわ
10月12日(金)、1,500円、16人　
④男子厨房に入る(フライパンで簡単パエリア)
10月13日(土)、1,000円、16人　
⑤パティシエ直伝のアップルパイ
10月17日(水)、各2,400円、各８人
…夜の部(18:30〜21:00)も開催
⑥こねない野菜パン(人参
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パン、トマトパン)
10月19日(金)、1,500円、16人　
⑦洋食(クリームコロッケほか)
10月24日(水)、1,800円、16人　
⑧袋で漬物(白菜キムチ、大根のなた漬け)
10月29日(月)、1,800円、16人
⑨男子厨房に入る(ボリュームたっぷりカツ煮)
10月31日(水)、1,000円、16人

実技講習や模範演技による指導な
ど。個別相談にも応じます。
日時u10月８日(月)9:30〜11:30
(雨天中止)　会場uスペースプロジ
ェクト･ドリームフィールド
定員u犬同伴の場合は抽選で20組
(生後６か月以上で、犬の登録と平
成30年度狂犬病予防注射を受け
ていること)。飼い主のみの参加
は定員制限なし 申込u往復はが
きかEメールに、住所、氏名(ふり
がな)、電話番号(確実に連絡がと
れる番号)、参加人数、犬同伴の有
無、登録番号(平成●●年度●●●
●●)、相談内容を書いて、９月27
日(木)(必着)まで。
〒010-0976八橋南一丁目８ｰ３
衛生検査課☎(883)1182
Eメールro-hlex@city.akita.akita.jp
(はがきの返信欄には住所･氏名も)

自分も相手も大切にする気持ちの
伝え方を学びます。テーマは「怒
りの正体を知ろう」。日時u９月
22日(土)13:30〜15:00　会場u

中央市民SC洋室２･３(市役所３階)
お茶代u100円　先着u20人　
申込u生活総務課☎(888)5650

日時 u９月19日 (水 )･20日 (木 )、
13:00〜16:00　会場u中央市民
SC洋室２･３(市役所３階)　
受講料u1,300円　先着u10人　
申込u９月10日(月)9:00から生活
総務課☎(888)5650

相続、遺言の書き方、成年後見制
度などについてノースアジア大学
の古田重明名誉教授が話します。
日時u９月28日(金)13:30〜15:00
会場u中央市民SC洋室４(市役所３
階)　先着u40人　
申込u９月10日(月)8:30から生涯
学習室☎(888)5810

元蔵人から日本酒の歴史や面白さ
を学びます。
日時u９月29日(土)13:30〜15:00
会場uほくとライブラリー新屋図
書館研修室　先着u20人　
申込u９月８日(土)10:00から同図
書館☎(828)4215

最新の研究成果と地蔵田遺跡が
｢弥生っこ村｣として復元された過
程などを学びます。受講後、希望
者はボランティアの会に入会でき
ます。日時u９月29日(土)13:30
〜15:00　会場u中央市民SC洋室
２･３(市役所３階)　定員u25人　
申込u９月10日(月)8:30から文化
振興課☎(888)5607

瀬戸内寂聴
������

著｢いのち｣と初句集｢ひ

広報あきた　平成30年９月７日号

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。
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英字新聞でエコバッグづくり

講　座

青少年教室

ハーバリウム教室

テルサの料理教室(10月分)

犬のしつけ教室

９月のコミュニケーションカフェ

パソコン講座(はじめてのワード)

日本酒の来た道

御所野台地の歴史と地蔵田遺跡

東部女性セミナー

長寿社会における財産管理

決勝戦翌日、秋田へと帰ってきた金農野球部の選手たちは、そのまま報
告会へ。試合の疲れが癒

�

えない中、待ち受けた大歓声に包まれて地元に戻
った実感がわいたのか、みんなのほっとした笑顔がとても印象的でした。

表紙の
はなし


