
受講料u1,300円　先着u10人
■コミュニケーションカフェ
自分も相手も大切にし、上手に自分
の気持ちを伝える｢アサーティブ｣を
学びます。初参加のかた歓迎。
日時u５月28日(土)13:30～15:00
お茶代u100円　先着u20人
■親のためのセミナー｢楽しく子育て
自分育ち｣ 子育て･親支援プログラ
ム｢ノーバディズ･パーフェクト｣によ
り、自分らしい子育てを考えます。
対象u小学生までのお子さんがいる親
日時u５月30日(月)から６月27日(月)
までの毎週月曜、10:30～12:00
先着u14人(託児あり。要申込)

心肺蘇生法の実技やAEDを使った応
急手当など。先着20人。
日時u５月28日(土)9:00～12:00
会場u南部市民SC(なんぴあ)
申込u５月７日(土)から秋田南消防署

☎(839)9551

■紙飛行機製作教室　対象u小学１年
生以上(小１～３年は保護者同伴)　
日時u５月15日(日)9:00～12:00
会場･申込u小泉潟公園パークセンタ
ー☎(873)5272
■パソコン(エクセル)講習会 ひと
り親家庭の父親や母親、寡婦

か ふ

が対象。
就職に必要な技術習得をめざします。
資料代負担。日時u６月６日(月)から
10日(金)まで、9:00～16:00(初回は
17:00まで) 会場u県社会福祉会館
(旭北)　定員u10人 申込u５月25日
(水)まで、所定の用紙で秋田県ひとり
親家庭就業･自立支援センター(県社会
福祉会館内)へ。☎(896)1531
■日本語教室ニジアス　対象u日本語
を母語としない外国のかた　日時u毎
週水曜、10:00～11:30　会場uジ

ョイナス(千秋) 受講料u月1,500円
問u代表の奥山さん☎(834)7936

対象u小学生以上(中学生以下は保護
者同伴)　日時u５月22日(日)9:00～
15:00　参加費u2,200円(昼食･入浴
料など)　定員u50人(抽選)　
申込u５月15日(日)17:00まで太平山
観光開発☎(827)2001

太平山自然学習センターからオーパ
スを経由し、前岳をめざします。秋
田駅東口からの無料送迎バスあり。
対象u高校生以上のかた
日時u５月29日(日)9:00～15:00　
保険料u50円　定員u20人(抽選)
申込uはがきに催し名、郵便番号、住
所、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号
を書いて(グループの場合は全員分を
記入)、５月13日(金)(必着)まで、
〒010-0824 仁別字マンタラメ
227-１太平山自然学習センター

☎(827)2171

アルヴェとミルヴェの〝命〟のコラ
ボレーション。自然科学学習館(アル
ヴェ４階)でのワークショップの後、
バスで大森山動物園へ移動し、体験
学習と獣医師の講話。 定員30人。
対象u小学生以上(小３以下は保護者
同伴)　日時u５月22日(日)10:30～
15:30 入園料u720円(高校生以下
無料、年間パスポート使用可)
申込u５月10日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

■看護の日フェア
認知症や転倒予防に関する講演のほ
か、ちびっこナース写真撮影コーナ
ーや健康相談、各種測定、看護職就
職相談など、内容盛りだくさん！
日時u５月８日(日)10:00～14:45
会場uアルヴェ１階きらめき広場
問u秋田県看護協会☎(834)0172
■明徳館こんわ会の講演会
｢地域とスポーツ｣と題し、秋田ノー
ザンブレッツRFCの新出康史ゼネラ
ルマネージャーが話します。
日時u５月14日(土)15:00～16:20
会場u秋田ビューホテル 定員u50人　
申込u明徳館こんわ会☎(831)4072
■森林の市 in AKITA クロマツの苗
木プレゼント(先着200人)や山野草･
山菜･木工品などの出展、体験コー
ナーなど。日時u５月14日(土)10:00
～15:00　会場･問u日本森林林業振
興会秋田支部(中通五丁目の森林管理
局裏)☎(832)4040
■植木まつり
鉢物･山野草･花木などを販売。
日時u５月17日(火)から26日(木)ま
で、9:00～18:00　会場u八橋運動
公園 問u秋田植木まつり実行委員
会(㈱読売エージェンシー東日本秋田
支社内)☎(862)4594
■三浦館

やかた

の一般公開
国指定重要文化財の旧家｢三浦館｣(金
足)を公開。日時u５月27日(金)から
29日(日)までの①10:00～11:30と
②14:00～15:30の２回　
文化財保護協力費u700円(中学生以
下無料)　定員u各40人(抽選)　申込
uはがきに住所、氏名、電話番号、人
数(３人まで)、希望の日時(第３希望
まで)を書いて５月20日(金)まで、
〒010-0121 金足黒川字黒川178
三浦館保存会事務局☎(873)6709

＊スペースの都合などにより、「情報チャンネルa」に掲載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。
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実技講習や模範演技による指導など。個別相談にも応じます。
犬
の
し
つ
け
教
室

日時u５月28日(土)9:00～11:30　 会場u市保健所玄関前広場(雨天時は屋内に変更)

定員
犬同伴の場合、抽選で20組(生後６か月以上で平成27年度狂犬病予防注射を受

けた犬が対象)。飼い主のみの参加は定員に制限なし

往復はがきかEメールに、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、人数、犬同伴の有

無、犬の種類と名前･性別･月齢、相談内容を書いて、５月18日(水)(必着)まで、

〒010-0976 八橋南一丁目８-３ 衛生検査課｢犬のしつけ教室｣係

Eメール ro-hlex@city.akita.akita.jp 問u☎(883)1182

申込
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空きビンを電熱炉で変形させて、花
びんや小物入れなどを作ります。
日時u５月26日(木)9:30～11:30　
会場u雄和市民SC(ユービス)
先着u10人
申込u５月９日(月)9:00から雄和市民
SC☎(886)5540

運転操作の講座と実技。午前と午後
の部にわかれます。先着各15人。
対象u運転免許があるかた
日時u５月28日(土)、9:00～12:00、
13:00～16:00
会場u県警察運転免許センター(新屋)
申込u５月９日(月)から24日(火)まで
環境総務課☎(888)5705

〝女性が創るゆうわ〟をテーマに、
講話、体験学習、調理実習、移動学習
などを行います。先着10人。
対象u雄和地域の女性 日時u６月か
ら３月までに９回開催、10:00～
11:30　会場u雄和市民SC(ユービ
ス)ほか 年会費u1,000円　
申込u５月９日(月)9:00から雄和市民
SC☎(886)5540

身近な生活課題や女性としての生き
方などを学びます。先着100人。
対象u北部地域の女性　日時u６月14
日(火)から３月14日(火)までに10回、
10:00～12:00 会場u北部市民SC(キ
タスカ)　学級運営費u2,000円
申込u５月10日(火)9:00から23日(月)
まで北部市民SC☎(893)5969

郷土料理教室や施設見学で友人を作
り、秋田の生活を満喫しましょう！ 
対象u秋田市に転入して３年以内の
かた　日時u６月２日(木)から12月１
日(木)までに７回、10:00～12:00
会場u新庁舎３階の中央市民SC(セン

タース)ほか 材料費u実費　
先着u20人
申込u５月12日(木)9:00から中央市
民SC☎(888)5640

対象u初めて手話を学び、将来手話奉
仕員としての活動をめざす高校生以
上のかた　日時u６月１日(水)から１
月25日(水)までの水･金曜に45回、
13:30～15:30　会場u県心身障害
者総合福祉センター(旭北)　テキス
ト代u3,500円　定員u40人(抽選)　
申込u往復はがきに、住所、氏名(ふ
りがな)、電話番号、受講理由を書い
て５月18日(水)(必着)まで、
〒010-0976 八橋南一丁目８-２ 
秋田市身体障害者協会☎(866)1341

対象は39歳以下のかた。会場は新庁
舎３階の中央市民SC(センタース)。
申し込みは、５月９日(月)12:00から
生涯学習室へ。☎(888)5810
■働く若者のメンタルヘルス講座
日時u５月24日(火)19:00～20:30
先着u20人
■ビジネスマナー基礎講座
日時u５月31日(火)、６月７日(火)、
19:00～20:30　先着u20人
■むくみスッキリすらっと美脚
アロマを活かしたオイル作り。
日時u６月１日(水)18:30～20:30
材料費u1,000円　先着u20人

会場は新庁舎３階の中央市民SC(セ
ンタース)。申し込みは、５月９日
(月)8:30から生涯学習室へ。

☎(888)5810
■母と子の安心･安全の場所を求めて
心理教育プログラム｢びーらぶプロ
グラム｣により、安心･安全な生活と
心の回復をめざします。
対象uシングルマザーと就学前後の
お子さん 日時u５月15日(日)から７
月３日(日)までの日曜に５回、10:00
～12:00(初回のみ10:30～11:30)　
先着u６組(託児あり。要申込)
■IT講習｢ワードの基本｣ 社会活動
に役立つワードの基礎。日時u５月
24日(火)･25日(水)、13:00～16:00　

｢100年使い続けられる

建物｣-。完成記念式典を

取材して、ふとそのコンセ

プトを思い出しました。

普段の仕事や生活で100年後の事を

考える機会はそうありません。今仕事

をしている自分の席で、確実に100年

後も、誰かが仕事をする…。何だか不

思議です。その100年後の誰かは、ど

んな広報を作っているのでしょう…。

u千秋美術館企画展

uはずむスポーツチャレンジデー

ABS｢こんにちは秋田市から｣
11:40～ 11:55～

AAB｢いきいき秋田市から｣ 15:50～

AKT｢こんばんは秋田市から｣ 22:54～

＊番組内容は、変更する場合がありま

す。５分番組は秋田ケーブルテレビ

でも放送しています。

◎千秋美術館企画展
◎水道週間＆水道ふれあいフェア

uエフエム秋田｢秋田市マンデー
555｣　 17:55～／uABSラジオ｢秋
田市今週のいちネタ｣ 　10:30～

uエフエム椿台｢午後スタ｣　 14:00～

ラ
ジ
オ
番
組

月
火

水

土 日

月水
水

５／７ u５／11水土

(前の週の番組の再放送になります)

５／14 u５／18水土

ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

５/22　 11:40～11:55

u秋田市新庁舎がオープン！

日

15分番組(月１回)

５分番組

広報広聴課☎(866)2034
テレビガイド

市政

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。
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・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
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新しくなった庁舎を、穂積市長がじっ

くりご案内します！
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