
作り。日時u10月31日(月)13:00～
16:00　会場u県勤労身体障害者スポ
ーツセンター(新屋下川原町)　参加費
u障がい者700円、その他のかた
1,000円　先着u12人　申込u同セン
ター☎(863)7762・FAX(863)7765
■救命講習会　心肺蘇生法やAEDの
使い方。対象u中学生以上　日時u11
月６日(日)9:00～12:00　会場u土崎
消防署 先着u20人　申込u10月24
日(月)から土崎消防署☎(845)0285
■猫についての一般公開講座　
「地域猫」の事例紹介など。
日時u11月６日(日)11:30～16:30　
会場u中央市民SC(センタース)
申込u10月29日(土)まで日本愛玩動
物協会秋田県支所の村上さん

☎080-6607-4535
■秋田大学公開講座｢アクティブラー
ニングを体験｣ コミュニケーション
活動を積極的に取り入れた講義を体
験。日時u11月30日(水)、12月７日
(水)･14日(水)、18:30～20:30　会
場u同大学手形キャンパス 受講料
u1,500円　先着u20人 申込u同大
地方創生･研究推進課☎(889)2270

日本一美しい村づくりに取り組む東
成瀬村を、西部地域の生涯学習奨励員
と一緒に見学します。移動はバス。
対象u西部地域のかた　日時u11月８
日(火)8:50～16:00　集合u西部市民
SC(ウェスター) 参加費u300円(昼
食は各自)　先着u30人　
申込u10月25日(火)9:00から西部市
民SC☎(828)4217(平日のみ)

旧国立農業倉庫(新屋図書館･プラッ
トホーム･大川散歩道)、県埋蔵文化
財センター中央調査班(新屋栗田町)
を見学します。移動はバス。
日時u11月９日(水)13:00～16:00
集合u市役所分館前　先着u20人
申込u10月24日(月)8:30から文化振
興課☎(888)5607

各種講座(下記の①②は要申込)やス
テンシルマイバッグづくり、ごみ減
量グッズが当たる抽選会など。
日時u11月12日(土)10:00～15:00
会場uにぎわい交流館１･２階　
①不用な器と廃ろうそくでキャンド
ルづくり講座(10:30～12:00)…先
着30人　②生ごみ堆肥づくり講座
(10:00～12:00)…生ごみ減量につ
ながるコンポスターやダンボールを
利用した堆肥づくり。参加者には、
ダンボール箱堆肥づくりの基材一式
を提供します。先着20人
申込u10月24日(月)から環境都市推
進課☎(888)5708

会場は秋田テルサ。入場無料。
■アロハフェア フラダンス発表会
10月23日(日)14:00～16:00
■第８回カルチャーイベント
11月３日(木)10:00～17:00。作品
展示、自主映画上映(13:00～)、アコ
ースティックギター発表会(14:00
～)、ジャズの発表会(14:00～)な
ど。下記の教室は、テルサへ申し込
みが必要です。受講料、実施時間は
お問い合わせを。☎(826)1800
①伝統工芸「つまみ細工」②男子厨
房に入る･そば打ち　③誕生数秘学
から見た金運･仕事運アップ　④ハ
ワイアンバッグ作り　⑤体調改善 背
骨コンディショニング

②のみ申し込みが必要です。11月１
日(火)16:00から自然科学学習館
へ。☎(887)5330
①科学つめあわせ便｢はかる科学｣
自分の体を使って長さを測ったり、
感覚で重さや時間を計ります。
日時u11月６日(日)13:00～14:30
会場u自然科学学習館(アルヴェ４階)
②どうぶつサイエンス(鳥の秘密を探る)
大森山動物園で鳥を観察し、体のつ
くりなどを調べます。対象u小学生
以上(小３以下は保護者同伴)　
日時u11月13日(日)10:30～15:30　
集合u自然科学学習館(バスで移動)　

参加費u動物園入園料として720円
(高校生以下無料) 定員u30人　

出演は、秋田西･太平･秋田北･将軍
野･御野場･飯島･御所野学院･雄和･
秋大附属の各中学校。演奏や合唱、
郷土芸能など。
日時u10月29日(土)12:50～16:30
会場u文化会館大ホール
問u学校教育課☎(888)5808

障がい者団体や施設で制作した手工
芸品などの販売や、絵画･彫刻･書道
などの美術工芸作品の展示。
日時u11月10日(木)･11日(金)、10:00
～16:00(11日は15:00まで)　
会場uアルヴェ１･２階　おもなステ
ージu民謡ショー(10日11:00～)、
パフォーマンス(11日12:00～)
問u同実行委員会事務局
☎(864)2780･FAX(864)2781

■セリオン発！ 土崎まちあるき
北前船の歴史を感じる土崎南地区を
散策します。
日時u10月28日(金)、11月２日(水)、
10:00～12:00　先着u各20人
   集合･申込uセリオン☎(857)3381
■泉の文化祭　絵画や写真などの作
品展示、舞台発表、農産物販売など。
日時u11月５日(土)･６日(日)、10:00
～16:00　会場u泉地区コミセン    
問u泉学区町内会連合会事務局の佐
藤さん☎(863)6388
■キタスカ公演会･あべ十全お笑い
ライブ 日時u11月６日(日)13:30～
15:00 会場u北部市民SC(キタス
カ)地域文化ホール 先着u200人
申込u10月24日(月)9:00から北部地
域住民自治協議会☎(846)1133
■秋田駅から広小路周辺の今昔めぐり
日時u11月７日(月)10:00～12:30　
集合u秋田駅東口エレベーター前(２
階)　定員u30人　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26日(水)まで〒010-0921
大町二丁目2-12 秋田観光コンベン
ション協会 秋田市観光案内人事務局
へ。☎080-8201-1784

＊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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リサイクル瓶を電熱炉で変形させ
て、花瓶･小物入れ作り。先着10組。
対象u小学３年生以上の親子　
日時u11月５日(土)9:30～11:30
会場u雄和市民SC(ユービス)
申込u10月24日(月)9:00から雄和市
民SC☎(886)5540

コンポスター(生ごみ堆肥化容器)を
活用した、手軽に取り組める堆肥づ
くり。時間は9:30～11:30。先着各
20人(⑤のみ先着40人)。「会場u開催
日」は次のとおりです。
①南部市民SC(なんぴあ)u11月７日(月)
②東部市民SC(いーぱる)u11月８日(火)
③北部市民SC(キタスカ)u11月９日(水)
④西部市民SC(ウェスター)u11月10日(木)
⑤中央市民SC(センタース)u11月11日(金)
申込u10月24日(月)8:30から環境都
市推進課☎(888)5708

マウス操作でコンピューターのプロ
グラミングができる｢スクラッチ｣を使
って、遊びながらネコを動かします。
対象u小学４～６年生　
日時u11月19日(土)10:00～12:00
会場u山王中学校　先着u30人
申込u10月24日(月)8:30から生涯学
習室☎(888)5810

会場は中央市民SC(センタース)。申
し込みは、10月 24日 (月 )の ①が
12:00から、②が8:30から生涯学習
室へ。☎(888)5810
①ロシアの料理と観光と文化　初日
は調理体験。対象u39歳以下のかた
日時u11月７日(月)･14日(月)･21日
(月)、18:45～20:30
材料費u700円 先着u16人
②秋を楽しむいなか料理 旬の食材を
使った秋田の家庭料理作り。日時u11
月８日(火)･17日(木)、10:30～13:30　
材料費u800円　先着u各16人

｢ええもんもってまっせ！～関西編｣
と題し、万博公園にある｢太陽の塔｣
や、京阪地方の博物館･美術館を学芸
員が紹介します。先着50人。
日時u11月26日(土)14:00～15:00
会場u千秋美術館３階講堂
申込u10月24日(月)9:30から千秋美
術館☎(836)7860

日時u11月17日(木)10:00～15:00
会場u河辺総合福祉交流センター
材料費u1,200円　先着u12人　
申込u10月24日(月)9:00から河辺市
民SC☎(882)5171

日時u11月17日(木)13:00～15:30
会場u北部市民SC(キタスカ)調理室
材料費u1,500円　先着u15人
申込u10月24日(月)9:00から北部市
民SC☎(893)5969

時間は10:00～13:00。参加費各
2,160円。定員各16人。会場と申
し込みはテルサへ。☎(826)1800
①スポンジロールパン＆黒ゴマと豆
のゼリー　開催日u11月２日(水)
②リンゴのお菓子(パイ･ケーキ･寒
天)　開催日u11月４日(金)
③秋野菜料理(大根･白菜を使って)
開催日u11月14日(月)

旬の魚介と野菜を使った料理作り。
対象u18歳以上のかた　日時u11月
11日 (金 )、12月９日 (金 )、10:00～
13:00　会場u秋田市卸売市場　材料
費u各500円　定員(抽選)u各18人(グ
ループでの応募不可。初参加を優先)
申込uはがきに、希望日(両日希望も
可)、住所、氏名、性別、年齢、電話番
号を書いて、10月31日(月)まで、〒
010-0802 外旭川字待合28 あきた
市場マネジメント(株)☎(869)5294
   

■ポリマークレイ講座　粘土を加熱
して〝サンタのオーナメント(飾り)〟

u秋の動物ふれあいフェスティバル

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。

◎骨粗しょう症検診を受けましょう
◎秋田市版〝ネウボラ〟

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

10／22 u10／26 水土

10／29 水土

ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

11/20　 11:40～11:55日

15分番組(月１回･手話通訳放送)

５分番組市政

■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千秋美術館｢寺崎廣業展(後期)｣

u気をつけよう 特殊詐欺

u11／２

・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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①

昭和20年代に建築された｢仙人蔵｣。

当時の柱や梁がそのまま残され、色合い

や雰囲気もいい感じです。｢芸術祭｣の話

も、いい感じに醸されていきそうです。

広報広聴課☎(888)5471
テレビガイド

秋田市プロモーション
ビデオコンテスト2016
締め切り迫る！
11月15日(火)まで！

検索秋田市　PVコンテスト

急いでね！

広報あきた　平成28年10月21日号19


