日(火) 受講料▶2,000円
定員(抽選)▶９人
申込(①②共通)▶はがきに、講座
名と希望日(両講座受講可)、住
所、氏名、年齢、電話番号を書い
て、９月９日(木)(必着)まで、
〒010-0802 外旭川字待合28
あきた市場マネジメント
☎(869)5294
◆弓道教室 対象▶中学生以上の
かた 日時▶10月１日(金)から11
月19日(金)までの毎週火曜･金曜、
18:00〜20:00 受講料▶4,000
円 定員▶15人 申込▶Eメールで
９月17日(金)まで、秋田市弓道連
盟の小松原さんへ。
Eメール akitashi_kyudo@yahoo.co.jp
問▶☎090-9033-0910
◆女性起業支援セミナー
起業の流れと成功のヒント、商品
･サービスの効果的な伝え方など
に関する講義。対象要件、申込方
法など、詳しくは、秋田県中小企
業団体中央会のホームページをご
覧ください。
https://www.chuokai-akita.
or.jp/josei2021/
日時▶10月16日(土)･23日(土)･30
日(土)、11月６日(土)、10:30〜
16:00 会場▶秋田テルサ
先着▶30人 問▶☎(863)8701

催

し

じょ し てい

如斯亭庭園 生け込みの公開
秋田県華道連盟桜
月流による生け込
みを披露します。
生け込み体験も(要
申込･先着５人)。作品は10月１日
(金)まで展示します。日時▶９月25
日(土)13:30〜15:00 会場▶旧秋
田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園
入園料▶210円(高校生以下無料)
体験の申込▶９月６日(月)9:00か
ら佐竹史料館☎(832)7892

農村の魅力
体験ツアー

日時

９月25日(土)8:30〜16:30

会場 田口農場(河辺赤平)ほか

先着 15人

農村の魅力を広く発信するため、市内外のかたを対象とした体験
ツアーを開催します。９月は、上記の日程で稲刈り体験や新米を
使ったおにぎりづくり、みそづくりなどを行います。
参加費、申込方法など詳しくは、産業企画課へお問い
合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
◆産業企画課☎(888)5724

アルヴェ映画祭
【上映日と作品名】
■10月１日(金)＝劇場版コード･ブ
ルー ドクターヘリ緊急救命
■10月８日(金)＝ノマドランド
■10月15日(金)＝翔んで埼玉
■10月22日(金)＝ワンス･アポン･
ア･タイム･イン･ハリウッド
時間▶18:30〜 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)
前売券販売▶９月６日(月)10:00か
ら秋田チケットアルヴェ店(１階)
定員▶各66人
問▶秋田シネマ＆エンターテイメ
ント☎(884)7450

◆広報ID番号 1026889

われた政庁の再現へ − ｣をテーマ
に、資料をパネル展示します。
会期▶９月11日(土)から26日(日)、
9:30〜16:30 会場▶民俗芸能伝
承館･旧金子家住宅 入館料▶100
円(高校生以下無料) 問▶秋田城
跡歴史資料館☎(845)1837

秋田城跡史跡探訪会
植物や野鳥を
観察しなが
ら、秋田城跡
史跡公園内を
歩きます。
日時▶９月18日(土)9:00〜11:00
定員▶15人
申込▶９月６日(月)8:30から秋田
城跡歴史資料館☎(845)1837

親子稲刈り体験

みんなの掲示板②

日時▶10月９日(土)9:30〜11:30
会場▶柳田地内の水田、東部市民
SC 先着▶10組
申込▶９月８日(水)9:00から東部
市民SC☎(853)1389

◆公開講座｢新しい防災のすすめ｣
講師は日本赤十字秋田短大講師の
及川真一さん。オンライン配信で
の講座。日時▶９月17日(金)17:00
〜 1 8 : 0 0 、1 8 日 ( 土 )1 3 : 0 0 〜
14:00、25日(土)10:00〜11:00
定員▶各30人
申込▶Eメールで日本赤十字秋田看
護大学総務課へ。
Eメール koukaikouza@rcakita.ac.jp
問▶☎(829)4000
◆お堀端の古本市
出展は10店舗。
日時▶９月19日(日)10:00〜15:00
会場▶文化創造館
問▶灯書房☎080-2820-0220

自然と親しむ会
下新城交流センターからバスで、
男鹿市の入道崎、真山神社、寒
風山を巡ります。日時▶10月１日
(金)9:00〜12:30 先着▶８人
申込▶９月７日(火)9:00から下新
城交流センター☎(873)4839

秋田城跡パネル展
｢秋田城の政庁と連絡橋の整備−失

＊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
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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

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

■文中｢SC｣はサービスセンターの略。

講

座

ロボットプログラミング教室 基本編
ブロックでロボットを組み立て、
パソコンでプログラミングして
動かします。対象▶小学４年生以
上のかた 日時▶９月18日(土)、
9:20〜11:50、13:00〜15:30
会場▶自然科学学習館(アルヴェ４
階) 定員(抽選)▶各６組(同居家族
に限る) 申込▶９月７日(火)9:00
から12日(日)17:00まで自然科学
学習館☎(887)5330

青少年教室｢初めてつくる金属工芸品｣
39歳までのかたを優先します。
銅や真ちゅうで小皿作り。
日時▶９月25日(土)10:00〜12:30
会場▶中央市民SC(市役所３階)
材料費▶1,000円 先着▶６人
申込▶９月６日(月)12:00から生涯
学習室☎(888)5810

ハロウィン ランタン･キャンドル作り
ハロウィンカラーのランタンとオ
バケをイメージしたキャンドル作
り。対象▶19歳以上のかた
日時▶10月１日(金)13:30〜16:00
会場▶サンライフ秋田
受講料▶3,000円 定員▶６人
申込▶９月４日(土)10:00からサン
ライフ秋田☎(863)1391

さとぴあの農山村体験講座
会場は、上新城の農山村地域活性
化センターさとぴあ。申し込み
は、９月７日(火)18:00までさと

表紙の
はなし
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ぴあへ。☎(893)3412
①和紙でランプシェードをつくる
電池式のLEDを使用します。日時▶
９月15日(水)10:00〜12:00 受
講料▶1,500円 定員(抽選)▶15人
②ジャズミニ講座
ジャズを聴きながら豆知識を学ぼ
う！ 対象▶高校生以上のかた
日時▶９月25日(土)15:00〜17:00
受講料▶600円 定員(抽選)▶20人

大人のためのお片づけ講座
整理収納アドバイザーが講師。
日時▶９月11日(土)10:30〜12:00
会場▶きららとしょかん新屋図書
館 先着▶15人
申込▶９月４日(土)10:00から同図
書館☎(828)4215

佐竹史料館学習講座
講師は元県立図書館館長の半田和
彦さん。｢旭川(仁別川)と人々の
暮らし｣と題し、江戸時代の人々
と旭川の関わりや洪水の影響な
ど を 学 び ま す 。 日 時▶９ 月 1 7 日
(金)･24日(金)、13:30〜15:30
会場▶きららとしょかん明徳館
テキスト代▶520円 先着▶20人
申込▶９月６日(月)9:00から佐竹
史料館☎(832)7892

みんなの掲示板①
◆飯島塾公開講座｢我が人生を語
る〜モットーは現場主義〜｣
講師は、道の駅十文字社長で旧十
文字町長の小川健吉さん。
日時▶９月８日(水)14:00〜16:00
会場▶飯島地区コミュニティセン
ター 問▶飯島塾の野中さん
☎090-5842-2000

◆仕事力強化セミナー｢日々の業
務での主体性を身につける｣
日時▶９月15日(水)13:30〜15:30
会場▶パーティーギャラリーイヤ
タカ(中通) 受講料(テキスト代含
む)▶2,000円(秋田北･南法人会会
員は無料) 定員▶50人
申込▶秋田北法人会☎(845)8078
◆講演会｢いま、しあわせを生き
る〜歌とお話｣ 講師は松庵寺(三
種町)副住職の渡邊英心さん。難
病患者さんとそのご家族が対象で
すが、どなたでも参加できます。
日時▶９月23日(木)13:30〜15:00
会場▶県社会福祉会館(旭北)
申込▶９月17日(金)まで、住所、
氏名、電話番号、疾病名などを
NPO法人秋田県難病団体連絡協議
会へお知らせください。
☎(823)6233･FAX(824)4627
Eメール akinanren@apost.plala.or.jp
◆シングルマザーの居場所づくり
〜お月見工作〜 市地域づくり交
付金事業。紙工作とフラワーアレ
ンジメント(託児は要申込)。
対象▶シングルマザーのかた
日時▶９月12日(日)10:00〜12:00
会場▶文化会館 先着▶10人
申込▶９月４日(土)からびーらぶ秋
田☎090-8259-1279
◆市場発 鮭のまるごとクッキング
18歳以上のかたが対象(お子さん
連れは不可)。会場は卸売市場(外
旭川)。時間は10:00〜13:00。
①さばき方コース 魚は持ち帰り
できます。調理はありません。
開催日▶10月５日(火) 受講料▶
3,000円 定員(抽選)▶６人
②料理コース 切り身から作りま
す。試食あり。開催日▶10月12

｢東京2020パラリンピック｣のために、県内25市町村でそれぞれ趣向をこらした採火式が行
われました。それらの火はひとつに集められ、秋田県の火として思いをつなぎ、大会を盛り上
げる役割を担ってくれました。右の写真は８月16日の秋田県集火式･出立式の様子です。

広報あきた

2021年９月３日号

