
修了者は、16ミリ映写機操作認定証
を取得できます。先着15人。
日時u11月５日(土)13:30～16:30
会場u河辺総合福祉交流センター
申込u10月11日(火)8:30から生涯学
習室☎(888)5810
★16ミリ映写機操作認定証更新講習
10月22日(土)13:30～16:30に西部
市民SC(ウェスター)で、30日(日)
13:00～16:00に東部市民SC(いー
ぱる)で。過去２年以内に認定証を更
新していないかたで、更新･再交付が
必要なかたが対象です。講習は20分
程。認定証を持って、直接会場へ。

国指定名勝 如斯亭庭園(旭川南町)の
ボランティアガイド養成講座(全２
回)。大学教授の講話など。
日時u10月25日(火)、11月４日(金)、
13:30～15:00　会場u10月は東部
市民SC(いーぱる)、11月は如斯亭庭
園 先着u40人
申込u10月12日(水)8:30から文化振
興課☎(888)5607
★修復整備中の如斯亭庭園を公開
11月５日(土)の9:30～、11:00～、
14:00～の３回。先着各15人。申
し込みは10月12日(水)8:30から、
上記の文化振興課へ。

時間はいずれも13:30～15:00。会
場は民俗芸能伝承館。先着50人。
(上)民俗芸能とは何か～番楽を中心
とする芸能から考察する～u11月４
日(金) (下)ささらという獅子踊の謎
～獅子が踊るわけは何か～u11月18
日(金)
申込u10月11日(火)9:00から電話･
FAX･Eメールのいずれかで、氏名･電
話番号を民俗芸能伝承館へお知らせ
ください。
☎(866)7091･FAX(866)7095
Eメール ro-edfm@city.akita.akita.jp

秋田県初の直木賞受賞作家でもある
渡辺喜恵子の文学の魅力について、
秋田県立大学の高橋秀晴教授が解説
します。
日時u11月７日(月)･14日(月)･21日
(月)、13:30～15:30 会場u中央市
民SC(センタース)　先着u40人
申込u10月11日(火)8:30から生涯学
習室☎(888)5810

■英語で学ぶジェンダー学習会　
女性･文化･社会について学びます。
日時u10月12日(水)から毎月第２･第
４水曜日、10:30～12:00　会場u

秋田大学手形キャンパス　申込u同
学習会の櫻田さん☎(845)6949
■救命講習会
応急手当、心肺蘇生法など。
日時u10月22日(土)9:00～12:00　
会場u南部市民SC(なんぴあ)
先着u20人　申込u10月８日(土)から
秋田南消防署☎(839)9551
■知的障がい児者サポーター養成講座
日時u10月22日(土)10:00～16:00
会場u市老人福祉センター(八橋)
定員u80人　申込u10月12日(水)まで
秋田市手をつなぐ育成会の小林さん

☎090-7072-8732
■初心者そば打ち講習会 日時u10
月30日(日)10:00～15:00　会場u遊
学舎　受講料u2,160円　定員u10人
(抽選)　申込u往復はがきに住所、氏
名、年齢、電話番号を書いて、10月
20日(木)(必着)まで、〒010-1403
上北手荒巻字堺切24-2 遊学舎内郵
便箱25番 遊楽庵☎(834)2151
■初級障がい者スポーツ指導員養成
講習会　対象u18歳以上で講習会終
了後に指導員として活動できるかた
日時u11月19日(土)･20日(日)･26日
(土)、9:00～17:00(20日は17:30
まで、26日は16:00まで)　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u30人　
申込u10月14日(金)まで秋田県障害
者スポーツ協会☎(864)2750

＊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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日時

会場 アルヴェ１階きらめき広場

枝豆を材料とした加工食品をテーマに公募
した、｢秋田市地域特産品アイデアコンテス
ト｣の入賞作品を表彰します。入場無料。直
接会場へお越しください。
グランプリ作品の試食(100食)もありま

す。試食のための整理券は、当日会場で配布
します。産業企画課☎(888)5725

一歩先行く農業法人をめざすシンポジウム

日時 11月18日(金)13:30～15:30

中央市民SC(センタース) 先着50人会場

㈱船井総合研究所の前田輝久さんの講演と
パネルディスカッション。参加無料。

申
し
込
み

電話またはEメールで、10月21日(金)ま
で農業農村振興課へ。☎(888)5735
Eメール ro-agen@city.akita.akita.jp

売れる農産物の販売戦略
表彰式＆無料試食会地

域
特
産
品
コ
ン
テ
ス
ト

10月29日(土)10:00～11:00

10月７日(金)8:30から電話･FAX･Eメール

のいずれかで、参加者全員の氏名(代表者を

明記)、連絡先を商工貿易振興課へお知らせ

ください。☎(888)5729･FAX(888)5727
Eメール ro-inpr@city.akita.akita.jp

起業支援セミナー 10月30日(日)14:00～16:00／中央市民SC(センタース)／参加無料

｢50歳からの仕事選び～シニア起業のヒン
ト～｣がテーマ。楽しさややりがいを優先し
て、身の丈にあった形で稼ぐ〝ゆる

● ●

起業〟につ
いて、銀座セカンドライフ㈱代表の片桐実央
さん(左写真)がお話しします。定員30人。

申
し
込
み
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空き瓶を電熱炉で変形させて、花瓶･
小物入れを作ります。先着10人。
日時u10月20日(木)9:30～11:30
会場u雄和市民SC(ユービス)
申込u10月11日(火)9:00から雄和市
民SC☎(886)5540

電子部品をはんだ付けして、電子ゴ
マを作ります。定員20人。
対象u小学４年生以上　
日時u10月29日(土)13:00～15:00
会場uアルヴェ４階自然科学学習館
申込u10月18日(火)16:00から自然
科学学習館☎(887)5330

考えていることを伝えるスケッチの
トレーニング。先着30人。
対象u中学生以上　日時u11月12日(土)
14:00～16:00　会場u美大サテラ
イトセンター(フォンテAKITA６階)
申込uアトリエももさだ(月曜休館)

☎(888)8137

バスで移動しながら、川の水が飲み
水になる様子や使った水をきれいに
する様子を見学。昼食は各自で。
日時u10月28日(金)9:20～15:50
見学先u仁井田浄水場、幹線工事の現
場など　定員u15人(抽選)
申込u10月19日(水)17:00まで上下
水道局総務課へ電話、または上下水
道局ホームページから電子申請で。

☎(823)8434

会場は中央市民SC(センタース)。申
し込みは、10月11日(火)の①～⑤が
8:30から、⑥⑦が12:00から生涯学
習室へ。☎(888)5810
①和アートで心のマッサージ 日時
u10月21日(金)･28日(金)、13:30～
15:00 材料費u500円 先着u20人
②コミュニケーションカフェ 自分

も相手も大切にし、上手に気持ちを
伝える｢アサーティブ｣を学びます。
日時u10月22日(土)13:30～15:00　
お茶代u100円　先着u20人
③IT講習･エクセルの基本 日時u10
月25日(火)･26日(水)、13:00～16:00　
受講料u1,300円　先着u10人
④正しいスロージョギングⓇ体験
日時u10月31日(月)14:00～16:00　
参加費u150円　先着u30人
⑤魅力を生かすメイクの秘訣　対象
u女性　日時u10月31日(月)18:30～
20:00　先着u20人
⑥ハロウィン･スイーツ作り(かぼち
ゃのマフィン) 対象u39歳以下のか
た 日時 u10月25日 (火 )19:00～
20:30　参加費u800円　先着u16人
⑦ヒップホップダンス(基本のステ
ップ) 対象u39歳以下のかた 日時
u11月２日(水)･９日(水)･16日(水)、
18:45～20:15　先着u20人

会場は東部市民SC(いーぱる)。申し
込みは、いずれも10月11日(火)8:30
から東部市民SCへ。☎(853)1389
①石窯で焼くピザづくり
日時u10月29日(土)10:00～13:00
参加費u500円 先着u15人
②寒天名人と作る季節の料理(ココ
ア寒天、りんご寒天など)
日時u10月31日(月)10:00～14:00
参加費u1,000円 先着u20人

時間は10:00～13:00(③は夜の部
18:30～21:00もあります)。会場
と申し込みは秋田テルサへ。

☎(826)1800
＊開催日、参加費、定員の順で記載。
①秋野菜で手作りキッシュ　
10月14日(金)、2,400円、16人
②男子厨房に入る！ お手軽ドリア
10月15日(土)、1,000円、12人
③パティシエが教えるリンゴのシブースト
10月19日(水)、各2,400円、各12人
④秋の味覚御膳
10月25日(火)、2,400円、16人
⑤赤飯･黒糖おこわ･炊き寄せおこわ
10月26日(水)、2,160円、16人
⑥秋田のお菓子･クルミ醤油もち
10月28日(金)、2,160円、16人

生まれて間も

ない赤ちゃん。

たくさんの手に

支えられ、だれも

が健やかに育ってほ

しいと願います…。そんなイメージの１

枚です。

市では、〝秋田市版ネウボラ〟を開設

し、子育ての悩みや困りごとに応じてい

ます。お気軽にご利用ください。

uおとなの歯科健診

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。

◎稲わら焼きをやめましょう
◎千秋美術館｢寺崎廣業展(後期)｣

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｣　 13:20～

ラ
ジ
オ
番
組

月
火

水

土 日

月水
水

10／８ u10／12 水土

10／15 水土

ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

10/16　 11:40～11:55日

15分番組(月１回･手話通訳放送)

５分番組

広報広聴課☎(888)5471
テレビガイド

市政

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

情報チャンネルa
と･れ･た･て

u応急手当とAEDの設置

u秋田市版〝ネウボラ〟(再放送)

u10／19

・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

講　座　

u秋田市版〝ネウボラ〟

ガラスボトルクラフト

u“んめぇものテーマパーク”
秋田市民市場
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