開催日

11 月 20 日（火）
～2 日（日）

イベント名

会

あゆみ

場

内

色鉛筆「アトリエ 歩 」

県民

作品展 2018

ギャラリー

あきたスギッチファンド

会議棟

大広間

内容：お母さんのお悩み・疑問にお答えします。
子どもと自信を持って受験期を乗り越えるため
のヒントを探していきましょう！
講師：COCO すた子育てｱﾄﾞﾊﾞｻﾞｰ濱田 眞先生
対象：高校受験を控えた中学 3 年生のお子さまをお持ち
のお母さん
時間：14:00～16:00
定員：20 名
参加費：300 円（お茶・お菓子代）※要申込
<託児無料 ご希望の方は 5 日前までに申込んでください>
主催：サポートグループ COCO すた
TEL：090-2995-1861（三沢）
ﾒｰﾙ:cocosuta2014@gmail.com（おかべ）

昭和館

内容：“古民家でフリマ”
主に衣類品・日用雑貨などが出品されます。
時間：10:00～14:00
入場料：無料
主催：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

内容：わくわくキラキラみんな☺にっこり
クリスマスソング、キラキラダンス、じゃんけ
ん列車・・・大きなツリーにプレゼントボックス
をかざろう！、劇
時間：13:00～15:00
対象：就学前のお子様と保護者の方
参加費：無料 ※要申込 締切：11 月 28 日（水）まで
主催：秋田地区更生保護女性の会
TEL：090-8928-6954（工藤）018-846-0786（長谷部）

助成事業公開審査会

子育ておしゃべりカフェ presents

1 日（土）

サクラサク受験生母の
マインドアップセミナー

2 日（日）

第 9 回遊学舎
フリーマーケット

第 15 回
2 日（日）

クリスマスで
ＯＳＡＮＰＯ！2018

2 日（日）

3 日（月）
～17 日（月）

うつ患者の会 秋田

全県花だん
コンクール写真展

内容：日々のなかで楽しみながら描いた色鉛筆画の
作品展示会です。
時間：9:30～18:00
2 日は 15:00 まで
入場料：無料
共催：色鉛筆「アトリエ歩」
NPO 法人あきたパートナーシップ
TEL：018-831-7065（鈴木）
内容：本ファンド・冠ファンドのプレゼンテーション
と結果発表を行います。お問合せください。
時間：10:00～17:00
入場料：無料
主催：認定 NPO 法人あきたスギッチファンド
TEL：018-839-8941 FAX：018-829-5803

第 20 回
1 日（土）

容

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です。
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）

研修室 6
（蔵）

県民ギャラリー

内容：全県花だんコンクールの写真展
時間：9:30～17:00
入場料：無料
共催：秋田県花いっぱい運動の会
NPO 法人あきたパートナーシップ
TEL：018-839-8191

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

裏面もご覧ください→

開催日

6 日（木）

8 日（土）

9 日（日）

9 日（日）

イベント名

会

ハーブクラフト部
～ハーブに癒される心地よい暮らし～

CB サロン
～起業のヒントを見つけよう～

第 26 回
チャリティバザー

オカリナコンサート
2018 冬
in 蔵

場

食工房

9 日（日）

「秋田を元気にする
プラン」
提案コンテスト

シングルマザーの
おしゃべりカフェ 2018

15 日（土）

“手話”を
体験してみよう！

15 日（土）

乳がん患者サークル
Happy Café Club
のお茶会

容

内容：
「ラベンダー香るアイピローづくり」
時間：18:30～20:00
参加費： 500 円 (材料費)
講師：iro＊ha 茶店 桐谷うらら さん
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 1

内容：CB 採択団体と CB 起業を目指す団体の交流会
時間：13:30～15:30
参加費：無料
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：手編み製品の展示と販売（ニット・小物・家庭用
品）のチャリティバザーを開催します。
収益金の一部を「日本盲導犬協会」に寄付します
時間：10:30～15:30
入場料：無料
主催：あむあむニットクラブ
TEL：018-834-0472（斎藤）

研修室 6
（蔵）

内容：
「きよしこの夜」
「星の世界」
「エーデルワイス」
他、オカリナで演奏します。
時間：開演 13:00 （開場は 12:30）
入場料：無料
主催：オカリナサークル「天空のオリオン」
TEL：090-2888-8540（長谷川）

会議棟

内容：若者の秋田への思い・アイデアあふれる提案を、
ぜひ会場でご覧ください。
時間：13:00～17:00
入場料：無料
主催：秋田県あきた未来創造部 次世代・女性活躍支援課
TEL：018-829-5801（NPO 法人あきたパートナーシップ）

応接間

内容：子育てや仕事の悩み自分一人で抱え込んではいま
せんか。共に語り合い悩みを共有できる場です。
時間：14:00～16:00
参加費：300 円※無料託児あり（5 日前までにご予約ください）
主催：COCO すた
TEL：090-2995-1861（三沢）
ﾒｰﾙ:cocosuta2014@gmail.com（おかべ）

研修室 6
（蔵）

内容：楽曲に合わせて“手話”を教わります。
講師 戸部伊遠子さん（盲ろう者通訳・訪問相談員）
対象：小・中・高校生、大学生、一般の方、興味のある方
時間：10:00～12:00
定員：15 名
参加費：無料 ※要申込
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 3

内容：乳がん患者同士のお気軽なお茶会です。楽しい
おしゃべりと情報交換をしましょう！
時間：13:00～16:30
参加費：300 円（お茶・お菓子あり）
主催：Happy Cafe Club ﾒｰﾙ：archosp@mail.goo.ne.jp

あきた若者塾

9 日（日）

内

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

裏面もご覧ください→

