１０月

平成２９年
開催日

イベント名

内容

会場

9月30日(土)
10月１日(日)

2017遊学舎まつり

全館

内容：遊学舎で活動するサークルによる発表と展示です。歌や
踊り、絵や手作り品の展示のほか、体験コーナもあります。
時間：1日目10:00～16:00 2日目 10:00～15:30
主催：遊学舎まつり実行委員会
TEL：018-829-5801 FAX：018-829-5803

9月30日(土)
10月１日(日)

２９年度第6回・7回
遊学舎
フリーマーケット

ふれあい
広場

内容：主に衣料品・日用雑貨などが出品されます。
時間：10:00～14:00 入場料：無料※雨天時は問い合わせください
主催：NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-829-5801 FAX：018-829-5803

研修室５

内容：美しいステンドグラスを作ってみませんか？
時間：14:00～16:00
参加費：1回2,500円(材料・道具使用料) 2回で一作品完成
持ち物：軍手・エプロン・カッターナイフ・はさみ・ティッシュペーパー
定員：6名～10名
主催：NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-829-5801 FAX：018-829-5803

4日(水)
18日(水)

6日(金)

7日(土)
8日(日)

ステンドグラス教室

まなびの学校
大人のＡＤＨＤクラス

秋の山野草風情展

7日(土)
8日(日)

あきたバラ愛好会
第26回秋バラ観賞会

7日(土)
8日(日)

ミニ盆栽展示会

8日(日)

9日(火)
～
22日(日)

13日(金)
14日(土)

15日(日)

シングルマザーの
おしゃべりカフェ2017

ヨーロッパ建造物油絵展

秋田小品盆栽展

臓器移植施行20周年記念
市民公開講座

大広間

内容：ＡＤＨＤのおはなし
頭と心と身体をととのえるエクササイズ
時間：19:00～20:30
参加費：1回の参加につき500円(当日会場でお支払いください)
持ち物：ミネラルウォーター・筆記用具
主催：まなびの学校
TEL：090-2901-1235(松本)

会議棟

内容：秋の山野草展示会です。
時間：両日とも10:00～16:00
入場料：無料
主催：秋田山野草愛好会
TEL：018-832-7607(大石)

内容：約７０名の会員による作品の鑑賞のほか、無農薬の
栽培と土づくりの相談をお受けします。
県民
時間：7日 9:30～17:00 8日 9:30～16:00
ギャラリー 入場料：無料
共催：あきたバラ愛好会 ＮＰＯ法人あきたパートナーシップ
TEL：090-5839-9959（鈴木）
多目的
工房

内容：ミニ盆栽と山野草の展示会です。
時間：8日 9:30～17:00 9日 9:30～16:00
主催：秋田ミニ盆栽会
TEL：018-833-3682（長谷川）

応接間

内容：嬉しかったことも辛かったことも話してみませんか？
日々のこと・子育て情報など気軽に話せる場所です。
時間：14:00～16:00 ※託児あり
参加費：300円 ※5日前までに要申込
主催：COCOすた
TEL：090-2995-1861（三沢）

入場料：無料

内容：ヨーロッパ建造物油絵展です。
時間：9日 10:30～17:00 22日 9:30～17:00
県民
入場料：無料
ギャラリー
共催：渡部 憲一 ＮＰＯ法人あきたパートナーシップ
TEL：018-823-6667

会議棟

内容：小品盆栽の展示会です。
時間：13日 9:30～17:00 14日 9:30～16:00
主催：秋田小品盆栽友の会
TEL：018-833-3682（長谷川）

会議棟

内容：「いのちのリレー ～提供者・移植者の想い～」
時間：13:30～15:30
講演1：13:45～14:45 「患者さんが大切にされること、
一人ひとりの思いが大切にされること」
講演2：14:50～15:20 「腎臓移植を受けた方の体験談」
入場無料(先着120名) 申込み不要※来場者には記念品を贈呈します。
主催：秋田県、公益財団法人あきた移植医療協会
TEL：018-832-9555

入場料：無料

主催者が公開を希望している催物に限り掲載しております。主催者の都合により内容等が変更になる場合があります。
裏面もご覧ください→

１０月

１０月

平成２９年

15日(日)

うつ患者の会 秋田

内容：いろんな形のバルーンを作ってみよう。
時間：14:00～17:00
参加費：500円
多目的工房
定員：20名～25名
主催：NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-829-5801 FAX：018-829-5803

15日(日)

バルーン教室

16日(月)

ばんげ教養セミナー
ユーモアセンスを磨こう

19日(木)

平成２９年度
はつらつくらぶ
「健康体操」

22日(日)

24日(火)

ソーシャルビジネスの
資金調達入門

民謡の夕べ

行政 なんでも相談会

28日(土)

秋田市認知症グループホーム

29日(日)
～
11月4日(土)

29日(日)
～
11月8日(水)

内容：笑いは内臓のジョギング！笑って健康になりましょう。
時間：18:30～19:30
研修室4 入場料：無料 (申し込み不要、直接会場にお越しください)
主催： 日本笑い学会秋田県人会長 人星亭喜楽駄朗
TEL：090-5232-8009
内容：楽しく運動して介護予防を！心と体の若さを保って不安解消。
時間：10:00～11:30
対象：65歳以上の自力で会場に来ることが可能な方
研修室1・2
参加費：無料 ※要申込み
主催：牛島地域包括センター南寿園
TEL：018-838-0304
内容：NPO法人などの社会的企業や地域貢献につながる資金調達について
時間：13:00～15:00
第一部：13:00～13:30
「クラウドファンディングの活用について」
第二部：13:30～14:10
「あきたSB/CBサポートネットワークからのご案内」
研修室1・2
第三部：14:10～15:00
個別相談会 ※要申込み
主催：NPO法人あきたパートナーシップ、日本政策金融公庫秋田支店、秋田県
共催：あきたSB/CBサポートネットワーク
申し込み・お問合せ NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-829-5801 FAX：018-829-5803

会議棟

26日(木)

29日(日)

大広間

内容：うつ病の患者・家族同士が悩みや病気の経験を話し合い
励まし合う会｡初めての方でも、どうぞお越しください。
時間：14:00～16:00 参加費：一人300円 ※要申込
主催：うつコミュニティ秋田
TEL：090-3754-6615（堀）

合同作品展

まなぶ！つながる！
あきたNPO会議

第47回秋田西部
菊花同好会菊まつり

「趣味の仲間たち」

内容：民謡を聞きましょう、歌いましょう。
講師：(株)日本コロムビア専属 佐藤祐幸さん、他
時間：19:00～21:00
参加費：500円(資料代等) ※要申込み(当日参加も歓迎)
主催：NPO法人あきたパートナーシップ
TEL:018-829-5801 FAX:018-829-5803

内容：行政に関するお困りごとの相談を受付けます。
県民
時間：10:00～13:00
ギャラリー 共催：秋田市地区 行政相談委員 NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：090-7522-3463（高杉）
内容：秋田市にて事業を運営するグループホーム同士の合同作品展です。
時間：10:00～16:00
県民
共催：秋田市認知症グループホーム連絡会ケアパートナーズ
ギャラリー
NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-874-8282

会議棟
研修室
1～6(蔵)

内容：秋田県内の課題解決や地域の活性化に取り組む活動を行っている、
市民活動団体の役割や課題について意見交換をします。
NPOや企業、行政等が参加し、交流と情報交換を行います。
時間：13:00～16:00
参加費：無料
主催：あきたNPO会議実行委員会
問合せ先：018-829-5801（遊学舎）FAX 018-829-5803

ふれあい
広場

内容：第47回秋田西部菊花同好会による審査会と菊まつりです。
11/3は10時より研修室2にて菊作り講習会もあります。
時間：9:30～16:00 （11/4は12:00で終了）
入場料：無料
共催：秋田西部菊花同好会 NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：090-8259-8819（工藤）

内容：隷書サークルの仲間たちが、10数年間遊学舎まつりに出品した
作品や絵画、書、染め物、陶器、パッチワーク等を展示します。
県民
時間：9:30～18:00
ギャラリー
共催：隷書サークル NPO法人あきたパートナーシップ
TEL：018-835-6291

主催者が公開を希望している催物に限り掲載しております。主催者の都合により内容等が変更になる場合があります。

秋田県ゆとり生活創造センター『遊学舎』
あきた中央市民活動サポートセンター
〒010-1403 秋田市上北手荒巻字堺切２４－２

ＴＥＬ 018-829-5801
ＦＡＸ 018-829-5803

