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秋田県教育庁生涯学習課

本居宣長とともに国学四大人（うし）の一人
として位置づけられた秋田の先人平田篤胤。そ
の著書、「霊能真柱(たまのみはしら)」「古道大
意」「古史伝」「古史成分」等の印刷に使われた
版木は、現在県立図書館に所蔵されています。
今回の美の国れんけいカレッジは、全５回に
わたり、篤胤の著書と版木について学ぶととも
に、実物の版木を使って刷り、製本(和綴じ本）
し、完成した本を読むという体験型の講座です。
○開催時期
○会
場
○定
員
○受付開始

９月３０日～１０月下旬(予定）
※全５回
秋田県生涯学習センター
２０名
８月下旬(予定）

「あきたの先人に学ぶ」では、秋田の豊かな産業や文化の礎を築いた先人の生き方と業
績を学びます。「THE スペシャリスト」では、現在、秋田の各分野で活躍している方々
から提言をいただきます。

○江戸中期の医者・思想家

安藤 昌益

○近代秋田・日本画の先駆者

穂庵・百穂親子

○平田篤胤古道学と秋田
○聖農

石川理紀之助

○極地を目指した探検家
○東洋史学の大家
○TDKの創立者

内藤 湖南

齋藤

○プロレタリア作家

白瀬 矗

憲三
小林多喜二

【美の国カレッジに関するお問い合わせ】
秋田県生涯学習センター
電話 ０１８－８６５－１１７１

○秋田ノーザンハピネッツの挑戦
佐野元彦氏
○映画「釣りキチ三平」の制作体験から
佐藤裕之氏
○準限界集落の再生
松原明夫氏・林孝行氏
○ちんどん屋になった！
安田典夫氏
○十文字道の駅の挑戦
小川健吉氏
○こんなお店がはやるんです！
長谷部光重氏
○秋田ベロタクシープロジェクト
武内伸文氏
○自然体験・農業体験でにぎわいづくり
荒樋 豊氏

秋田県生涯学習課関連施設
図 書 館

018-866-8400

特別展示
「おくのほそ道と芭蕉」

21 日(日) まで

※主催:にかほ市教育委員会

共催:県立図書館

郷土展示
「おくのほそ道と芭蕉」

21 日(日) まで

※特別展示にちなみ、関連の図書等をご紹介します。

調べ学習コーナー展示
「チャレンジ！夏休み～読もう！調べよう！
試そう！～」
28 日（日） まで

018-884-7760

あきた文学資料館
文学講座
「沢木隆子」

※先着 70 人,事前申込必要

10 日(水) 13:30 ～ 15:00

８月の主な行事予定
018-865-1171

生涯学習センター
あきた学専門講座
【秋田城下物語】
【ふるさとの山そして川】
マイスター養成講座
秋田キャンパス
美郷キャンパス
キッズ＆ユースカレッジ
大仙キャンパス
八峰キャンパス
大潟キャンパス
れんけいカレッジ
明快！ Art ゼミ

27 日(土)
28 日(日)
10 日(水)、24 日(水)
2 日(火)、23 日(火)
2 日(火)、9 日(火)
6 日(土)
10 日(水)
26 日(金)

0182-33-8855

近代美術館

〈特別企画展〉 ※一般１２００円、大学生以下無料
光と影のファンタジー

藤城清治の世界展
9 月 25 日(日)まで

0187-68-2300

農業 科 学館

〈研究機関紹介コーナー〉
秋田県立大学紹介展
28 日(日)まで
果樹試験場紹介展
30 日(火)～ 11 月 6 日(日)

0186-43-3174

大館少年自然の家

5 日(金)、6 日(土)

夏のスターウォッチング
対象：家族・一般

参加費

16 日(火)

対象：家族、小 3 年生以上

参加費 1,300 円

20 日(土)～ 21 日(日)

対象：家族 参加費 子供 2,500 円 大人 3,000 円
ファミリーオープンデー
対象：家族

1 日(月)～ 29 日(月)

野外炊事場の開放、活動体験

子どもハイキングくらぶ４

7 日(日)、20 日(土)、21 日(日)、9 月 24 日(土)

〈コレクション展〉
Ａｒｔ Ｒｅｐｏｒｔ Ａｋｉｔａ２０１１
第２期

10 月 10 日(月)まで

ＴＨＥ柴田安子

〈油彩画教室〉 ※事前の申込みが必要です 材料費：１０００円
リアルが魅力の油彩画技法！
講師：渋谷重弘氏
7 日(日)、21 日(日)、28 日(日)

対象：中学生以上

無料

大文字と花火鑑賞ナイト
大館長根山夏祭り

藤城清治サイン会

27 日(土)

美 術 館
＜美術ホール 展示会＞
第 5 回朱墨会
第 44 回主体美術秋田作家展
南極・環境写真展
第 43 回六葉会書展
秋田版画人展
第 74 回素心会展
第 20 回水石同人展

018-834-3050
1 日(月)～ 4
1 日(月)～ 4
7 日(日)～ 16
19 日(金)～ 22
23 日(火)～ 26
27 日(土)～ 31
27 日(土)～ 31

日(木)
日(木)
日(火)
日(月)
日(金)
日(水)
日(水)

対象：小中学生、保護者 保険料 200 円(初回のみ)

博 物 館
岩城少年自然の家

0184-74-2011

親子 de キャンプ８月
20 日(土)～ 21 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：自然物工作、野外炊飯等
費用：2,000 円
締切：12 日(金)

保呂羽山少年自然の家

0182-26-6011

エンジョイ！カヌーⅡ
7 日(日)
対象：家族・大人を含むグループ等
定員： 午前 個人４０名、午後 団体４０名
ワン・デイ・キャンプⅡ
9 日(火)
対象：小学１年生～４年生
定員：募集終了
ワン・デイ・キャンプⅢ
17 日(水)
対象：小学１年生～４年生
18 日(木)
定員：要・問い合わせ
各施設のホームページも併せてご覧ください。

〈特別展〉
粋なよそおい 雅なよそおい

018-873-4121
21 日(日)まで

<菅江真澄資料センター企画コーナー展〉
真澄図絵の特徴と変化

21 日(日)まで

〈ロビー展示〉
博物館教室「楽しいしぼり染め」第９回作品展
藍しぼり染め
21 日(日)まで
〈体験教室・講座〉 ※事前の申込みが必要
石器づくり体験（小学４年生～一般） 6 日(土)
磯の生物採集会(小学生～一般）
7 日(日)
旧奈良家住宅解説会（小学１年生～） 7 日(日)
「真澄に学ぶ教室」講読会
20 日(日)
アイの生葉で染める
23 日(火)
〈教師のための博物館学習利用研修会〉 ※申込みが必要
対象：教員
9 日(火) 10:30 ～ 16:00

