
10回、10:45～12:00、9,000円、
25人
④やさしい社交ダンス　１月７日(土)
から３月18日(土)までの土曜に10回、
10:00～12:00、10,100円、26人　
⑤パッチワーク10 １月12日(木)か
ら３月16日(木)までの木曜に10回、
10:00～12:00、10,100円、20人
⑥パッチワーク５ １月12日(木)か
ら３月９日(木)までの木曜に５回、
10:00～12:00、5,050円、25人
⑦パッチワーク･ザ小物 １月19日
(木)から３月16日(木)までの木曜に５
回、10:00～12:00、5,050円、25人
⑧フラワーアレンジメント １月12
日(木)から３月９日(木)までの木曜に５
回、18:30～20:30、5,050円、15人
⑨謡曲(喜多流) １月７日(土)から３
月18日 (土 )までの土曜に10回、
18:00～20:00、8,100円、20人
⑩疲労回復と至福の時 １月７日(土)
から３月18日(土)までの土曜に10
回、10:30～11:45、9,000円、20人
⑪心と身体の太極拳 １月10日(火)か
ら３月14日(火)までの火曜に10回、
18:30～20:00、9,000円、20人
⑫癒しのストレッチ＆ピラティス
１月13日(金)から３月17日(金)まで
の金曜に10回、10:30～11:45、
9,000円、20人　
⑬フラダンス １月12日(木)から３
月16日 (木 )までの木曜に10回、
18:30～19:45、9,000円、20人
⑭ヨガ教室 １月13日(金)から３月
17日(金)までの金曜に10回、18:30
～19:45、9,000円、25人
⑮アフタヌーンフラダンス １月10日
(火)から３月14日(火)までの火曜に10
回、15:00～16:15、9,000円、20人
⑯背骨コンディショニング １月７日
(土)から３月18日(土)までの土曜に10
回、13:30～14:45、9,000円、15人

■みんなで歌おうウインターソング
日時u12月10日(土)17:00～19:00　
会場u秋田テルサ　
受講料u2,000円(子どもは1,000円)　
申込u12月３日(土)10:00から秋田テ
ルサ☎(826)1800
■ファミリー電波教室　ラジオの組
み立てなど。対象u小学４･５･６年生

(保護者同伴)　日時u12月11日(日)
10:00～12:00　先着u20人　会場･
申込u県児童会館(申し込みは12月５
日(月)まで)☎(865)1161
■救命講習会　応急手当、心肺蘇生
法など。日時u12月17日(土)9:00～
12:00　会場u南部市民SC(なんぴ
あ)　先着u20人　申込u12月３日(土)
から秋田南消防署☎(839)9551
■親子体験教室 小学生の親子が対
象です。時間は10:00～11:30。会
場と申し込みは中央シルバーエリア
(御所野)へ。☎(829)2151
①陶芸u12月18日(日)、１人1,050
円、12組　②七宝焼き u１月８日
(日)、１人800円、12組
■女性と中高年のための囲碁入門
日時u１月10日(火)から31日(火)まで
の毎週火曜、9:00～12:00　会場u

ジョイナス　テキスト代u1,000円
定員u20人　申込u日本棋院普及指導
員の小松さん☎(862)5644

１月29日(日)まで開催中のコレクシ
ョン展｢木村伊兵衛の秋田｣関連イベ
ント。学芸員による作品解説。展覧
会チケットが必要です。
日時u12月10日(土)、１月21日(土)、
14:00～　チケット代u一般300円、
大学生200円、高校生以下無料
問u千秋美術館☎(836)7860

児童コーナーの書架整理や絵本･紙
芝居の読み聞かせなどを体験！
対象u小学４～６年生　日時u12月

24日(土)9:30～12:00　先着u10人
会場･申込uほくとライブラリー明徳
館(申し込みは12月３日(土)9:00か
ら)☎(832)9220

第１部は河辺在住の詩人あゆかわの
ぼるさんが、｢秋田弁で語る昔ばなし
と詩｣と題し講演します。第２部は
同じく河辺在住の齊藤 学さんが、
｢世界の民謡を訪ねて｣と題し民謡を
披露します。先着100人。
日時u12月17日(土)13:30～15:00
会場u河辺総合福祉交流センター
問uほくとライブラリー明徳館河辺
分館☎(881)1202

新鮮な水産物や青果、花きを販売！
日時u12月17日(土)9:00～12:00
会場u秋田市卸売市場(外旭川)
問u秋田市卸売市場協会☎(869)5255

■親子で話そう～世界が100人の村
だったら～　各世代や個人の未来に
ついて楽しく話し合います。お子さ
んは小学生以上高校生以下が対象。
日時u12月17日(土)13:30～16:00
会場uユースパル　参加費u1,000円
(お子さんは500円)　定員u20組
申込uNPO法人日本ファシリテーシ
ョン協会秋田サロンの小山田さん

☎080-1817-3029
■｢美の国あきた｣自衛隊演奏会
日時u２月11日(土)14:00～16:00
会場u県民会館　申込u往復はがき(1
枚につき２人まで)に、住所、氏名、
年齢、電話番号を書いて、１月10日
(火)(必着)まで、〒010-0951 山王
四丁目３番34号　自衛隊秋田地方協
力本部広報室☎823(5404)

＊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。22
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スノーシューやうどん打ちを体験！ スノーキャンドル作りも。参
加費3,500円。定員(抽選)は男女各12人。秋田駅から送迎バスあり。

１月６日(金)･７日(土)の１泊２日

会場 太平山自然学習センターまんたらめ
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込み

はがき(１人１枚)に、催し名、郵便番号、住所、氏名、年齢、性

別、学校名、学年、電話･FAX番号を書いて、12月９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
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小学生の親子が対象で
す。①③は先着10組、
②は先着８組。いずれも
申し込みは12月５日(月)9:00から。
①会場が北部公民館
日時u12月17日(土)10:00～13:00
材料費u１組1,200円
申込u北部公民館☎(873)4839
②会場が雄和市民SC(ユービス)
日時u12月23日(金)9:30～12:00
材料費u１組1,500円
申込u雄和市民SC☎(886)5540
③会場が河辺総合福祉交流センター
日時u12月24日(土)9:30～12:00　
参加費u１組1,500円(保険料１人10
円)　申込u河辺市民SC☎(882)5171

①会場が雄和市民SC(ユービス)
対象u小学生の親子
日時u12月25日(日)9:30～11:30
材料費u１組700円　先着u15組
申込u12月５日(月)9:00から雄和市
民SC☎(886)5540
②会場が南部市民SC(なんぴあ)
日時u12月26日(月)9:30～12:00
材料費などu1,600円　先着u10人
申込u12月５日(月)9:00から南部市
民SC☎(838)1217
③会場が民俗芸能伝承館　
日時u12月26日(月)10:00～12:00　
材料費u1,000円　定員(抽選)u20人　
申込u往復はがき(１人１枚)に、｢ミ
ニ門松づくり講座｣と明記し、住所、
氏名、電話番号を書いて、12月15日
(木)(消印有効)まで、
〒010-0921 大町一丁目３-30 
民俗芸能伝承館☎(866)7091
④会場が北部市民SC(キタスカ)
日時u12月27日(火)10:00～12:00
材料費u1,500円　先着u15人
申込u12月６日(火)9:00から北部市
民SC☎(893)5969

ブロックでロボットを組み立て、プ

ログラムを組んで動かします。
対象u小学４年生以上(２人１組)　日
時u12月23日(金)①9:20～11:50、
②13:00～15:30　会場uアルヴェ
４階の自然科学学習館　定員u各８組
申込u12月６日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

会場は中央市民SC(センタース)。申
し込みは12月５日(月)8:30から生涯
学習室へ。☎(888)5810
①ハーブティーを楽しもう
日時u12月19日(月)10:00～
11:30 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、上手に自分の気
持ちを伝える｢アサーティブ｣を学び
ます。日時u12月24日(土)13:30～
15:00　お茶代u100円　先着u20人

時間は10:00～13:00。参加費は①
④が2,400円、②③⑤が2,160円。
定員各16人。会場と申し込みはテ
ルサへ。☎(826)1800
①生地から作る簡単ピザ　
開催日u12月７日(水)
②年末年始のおもてなし料理
開催日u12月９日(金)
③きちんと作るお正月料理
開催日u12月12日(月)
④チキンを使ったクリスマス料理
開催日u12月19日(月)
⑤新春の巻き寿司
開催日u12月21日(水)

19歳以上のかたが対象(⑩は女性の
み)です。会場はサンライフ秋田。
開催日時、受講料(⑤～⑧･⑯は別途
材料費が必要)、定員(先着)は次のと
おり。申し込みは12月３日(土)9:30
から。☎(863)1391
①リズム＆ボディメイク １月11日
(水)から３月22日(水)までの水曜に10
回、18:00～19:15、9,000円、25人
②骨盤調整エアロビクス １月13日
(金)から３月17日(金)までの金曜に10
回、10:00～11:15、9,000円、25人
③リズム体操＆ストレッチ １月11
日(水)から３月15日(水)までの水曜に

u新虎
しん と ら

まつり･東北六魂祭パレード

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｢木村伊兵衛の秋田｣
◎インフルエンザ予防

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
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土 日

月水
水

12／３ u12／７水土

12／10 水土

ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

12/18　 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

広報あきた　平成28年12月２日号23

■文中｢SC｣はサービスセンターの略です。

情報チャンネルa
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u千秋美術館｢木村伊兵衛の秋田｣
u12／14

・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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u秋田市からのお知らせ

u社会で輝く！ 秋田レディー！
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＊12/12(月)･14(水)のAABの放送は休

止します。

タクシーで市内の観光スポットを巡

ったモニターツアー。最後に訪れた旧

料亭では、お座敷で〝あきた舞妓〟が踊

りを披露。初々しい舞妓さんの美しい

手振りに、参加者のみなさんも温かい拍

手で応えていました。

表
紙
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秋田市プロモーション
ビデオコンテスト公開審査

12／18(日)16:00～★アルヴェ
詳しくは20㌻をご覧ください

こでらえ
ねッ♥


