秋田公立
美術大学の
プチ情報コーナー

素描表現演習１
塑造彫刻表現１

合同授業成果展

★入場無料★

【会期】９月26日(土)▶10月18日(日) 10:00〜18:50
【会場】美大サテライトセンター(フォンテAKITA６階)
美大１年生の作品展。｢素描表現演習１｣では、サザエや流木、
果物、野菜など、学生自身でモチーフを決め、自然物を描いてい
そ

ぞ う

ます。｢塑造彫刻表現１｣では、自画像や手のデッサン、テラコッ
タ(粘土を使用した素焼きの彫刻)を制作しています。
問い合わせ▶同大学担当教員の皆川准教授☎(888)8115

を学び、実際に使用して地域の日
本語教育を学びます。IT初心者歓
迎！ スマートフォンやノートパ
ソコンなどをお持ちください。
対象▶日本語教育に関心があり、
インターネット環境のあるかた
日 時 ▶1 0 月 ３ 日 ( 土 ) ･ ４ 日 ( 日 ) 、
13:00〜15:00 会場▶３日のみ
市役所３階の中央市民SC洋室４
(４日はオンライン)
先着▶３日は20人、４日は50人
申込▶９月25日(金)まで秋田大学
の浜田さん☎080-4553-2741

みんなの掲示板①
◆外国人のやさしい･おもてなし
セミナー 秋田市協働サポート交
付金事業。話かける際の簡単な英
会話や特製うちわで秋田をPRす
る英会話を学びます。日時▶10月
11日(日)13:30〜15:00 会場▶
市役所３階の中央市民SC洋室４
先着▶30人(託児あり。要申込)
申込▶Eメールで、英語ボランティ
アガイド｢よくきたんすなの会｣へ
お申し込みください。
Eメール yokuikitannsu@gmail.com
問▶同会☎090-2278-6864
(平日17:00まで)
◆女性起業支援セミナー
対象▶県内での起業を検討してい
る、または関心のある女性
日時▶10月17日(土)･31日(土)、
11月７日(土)･28日(土)、10:30
〜16:00 会場▶県社会福祉会館
(旭北) 定員▶20人
申込▶秋田県中小企業団体中央会
商業振興課☎(863)8701
◆初心者そば打ち講習会 日時▶

10月24日(土)10:00〜15:00
会場▶遊学舎 受講料▶2,200円
定員(抽選)▶10人
申込▶往復はがきに、住所、氏名
(ふりがな)、年齢、電話番号を書
いて、10月６日(火)(必着)まで、
〒010-1403 上北手荒巻字堺
切24-2 遊学舎内郵便箱25番｢遊
楽庵｣ 問▶遊楽庵の佐藤さん
☎(857)0876
◆初心者柔道教室
対 象 ▶５ 歳 〜 中 学 生 の 柔 道 初 心
者 日時▶10月６日(火)から22日
(木)までの毎週火･木曜、17:00〜
18:30 会場▶県立武道館
参加費▶3,560円 定員▶20人
申込▶10月２日(金)まで県立武道
館☎(862)6651

催

し

テラコッタの作品

はずむスポーツ都市

市民スポーツ祭

◆ハンドボール 日時▶10月24
日(土)･25日(日)、9:00〜
会場▶秋田南高校第一体育館 参
加費▶個人300円、団体5,000円
申込▶10月９日(金)まで秋田市ハ
ンドボール協会の木村さん
☎(833)7431(秋田南高校)
◆タグラグビー 日時▶11月１日
(日)8:45〜 会場▶県立中央公園
アリーナ棟 参加費▶団体100円
申込▶10月11日(日)まで秋田市ラ
グビーフットボール協会の佐藤さ
ん☎090-3362-8587
◆８人制バレーボール
日時▶11月５日(木)9:00〜 会場
▶CNAアリーナ★あきた 参加費
▶団体4,000円 申込▶10月10日
(土)まで秋田市８人制バレーボー
ル連盟の飯塚さん☎(832)4047

自然と親しむ会

演奏会へどうぞ♪

下新城交流センターか
らバスで、男鹿市の真
山神社、寒風山、滝の
頭湧水、大潟村の生態系公園を巡
ります。日時▶10月７日(水)9:00
〜14:40 定員▶15人 申込▶９
月23日(水)9:00から下新城交流
センター☎(873)4839

◆御所野学院吹奏楽部の定期演奏会
日時▶９月22日(火)15:00〜
会場▶文化会館大ホール
問▶御所野学院☎(889)8330
◆秋田南中学校吹奏楽部の定期演奏会
日時▶９月26日(土)14:30〜
会場▶アトリオン音楽ホール
問▶秋田南中学校☎(833)8467

第62回秋田市芸術祭 総合美術展

一箱古本市

美術部門(絵画･書道など)の出品
展。日時▶10月１日(木)から６日
(火)まで、10:00〜17:00(初日は
12:00から、最終日は16:00ま
で) 会場▶文化会館 問▶秋田市
文化団体連盟☎(866)4026

思いがけない本との出会いと、店
主との 会 話を楽しむ 市 場です。
出店は12店舗。日時▶10月３日
(土)11:00〜16:00 会場▶ほくと
ライブラリー明徳館入口
問▶明徳館こんわ会☎(835)2708

＊市関連以外の掲載事業は、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

さとぴあの講座＆体験
会場は、①②が上新城の農山村地
域活性化センターさとぴあ、③が
上新城の｢重松の家｣、④が河辺岩
見の｢岩見三内サロン｣。申し込み
は、９月21日(月)10:00からさと
ぴあへ。☎(893)3412
①昭和のフォーク喫茶
一緒に歌いませんか！
対象▶50歳以上のかた
日時▶９月29日(火)15:00〜16:30
参加費▶500円 定員▶15人
②藍の干し葉染め
マイバッグを染めます。
日時▶10月１日(木)13:00〜15:30
参加費▶1,200円 定員▶16人
③稲刈りとはさがけ体験
作業後に昼食あり。日
時▶10月３日(土)10:00
〜12:00 参加費▶1,000円(小学
生以下500円) 定員▶16人
④新米で作るきりたんぽ鍋
日時▶10月４日(日)10:30〜12:30
参加費▶1,000円(小学生700円)
定員▶15人

親子クッキング
秋田の旬の食材を使い、特徴を学
びながら親子で楽しく料理！
対象▶小学生と保護者 日時▶10
月17日(土)10:00〜13:00 会場
▶市役所３階の中央市民SC調理室
参加費▶１組1,000円 先着▶６組
申込▶９月23日(水)8:30から生涯
学習室☎(888)5810

表紙の
はなし

19

テルサの料理教室(10月分)
⑤のみ小･中学生と保護者が対象
です。時間は10:00〜13:00。
会場は秋田テルサ。申し込みは、
９月21日(月)10:00からテルサ
へ。☎(826)1800
(開催日、参加費、定員の順で記載)
①栗アンパン、デザート
▶８日(木)、2,000円、12人
②男子厨房に入る(さばのみそ煮)
▶12日(月)、1,200円、16人
③新米で飾り巻き寿司を巻こう
▶14日(水)、2,000円、16人
④鶏肉の炊き込みご飯、玉子そぼろ
▶15日(木)、2,000円、16人
▶29日(木)、2,000円、16人
(29日は18:30〜21:00に開催)
⑤親子クッキング(粉から作る手
打ちうどん)
▶17日(土)、2,000円、７組
⑥男子厨房に入る(秋刀魚のパエリア)
▶24日(土)、1,200円、16人
さ

ん

ま

カボチャのキャンドル作り
自分好みの色や香りを付けて作り
ます。対象▶19歳以上のかた 日
時▶10月15日(木)13:30〜16:00
会場▶サンライフ秋田
参加費▶3,000円 定員▶８人
申込▶９月19日(土)10:00からサ
ンライフ秋田☎(863)1391

ふるさと再発見セミナー
｢秋田市のオンリーワンを巡る｣を
テーマに、市内にある唯一の史跡
などをバスで巡ります。
日時▶10月６日(火)13:00〜16:00
会場▶木造朱塗三重塔(日 吉八幡
ひ

え

神社)ほか５か所(集合は北部市民
SC) 定員▶８人
申込▶９月24日(木)9:00から北部
市民SC☎(893)5969

青少年教室
39歳までのかたを優先します。
会場は市役所３階の中央市民SC
洋室４(①は調理室も)。申し込み
は９月23日(水)12:00から生涯学
習室へ。☎(888)5810
①コーヒーセミナー
風味の違いはどこから？
焙煎度の違う豆をいれて試飲も。
日時▶10月６日(火)18:30〜20:30
材料費▶500円 先着▶12人
②国際理解｢ロシアの自然と文化
から｣ 秋田と比較しながら学び
ます。あいさつや簡単な筆記体験
も。日時▶10月14日(水)19:00〜
20:30 先着▶20人
ばいせん

会計勉強会(決算編)
決算書作成の段取りや作成方法の
ポイントを学びます。対象▶市民
活動を行っている、またはテー
マに関心があるかた 日時▶10月
15日(木)18:30〜20:30、17日
(土)14:00〜16:00 会場▶市民
交流サロン(アルヴェ３階)
定員▶各10人 申込▶市民交流サ
ロン☎(887)5312
＊10月18日(日)から21日(水)まで
の間であれば、希望日時により
個別にも対応します。詳しくは
お問い合わせください。

オンラインで学ぶ地域の日本語教育
オンライン会議システムの使い方

彩り豊かなさまざまな品種が楽しめる｢秋田国際ダリア園｣。この日撮影したのは早朝でし
た。雄物川からほど近い場所にあるためか、着いたときには朝もやが山際に立ちこめてい
て、幻想的な景色に。時間帯によっても違う表情を見せる“お花畑”に癒やされました♪

広報あきた
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