
20～39歳の独身男女が集い、楽しく
交流する出会いの場｢シングルズカ
フェ秋田｣。３月18日(土)は男鹿市と
合同で開催！ 申込方法など詳しく
は、子ども総務課ホームページをご
覧ください。
会場u男鹿水族館GAO
参加費u3,000円　定員u男女各８人
問u子ども総務課☎(888)5687
http://www.city.akita.akita.jp/

city/ch/bs/default_week.htm

秋田大学名誉教授の佐藤 稔さんによ
る｢間違いなのでしょうか？ この日
本語！｣と題した講演や、五城目町だ
まこ座による公演｢減塩寸劇｣など。
日時u３月１日(水)13:30～15:00
会場uにぎわい交流館３階多目的ホ
ール　定員u300人
申込u２月24日(金)まで(一社)秋田県
芸術文化協会☎(835)3193

■聴いて楽しむ｢浜辺の歌｣ミニコン
サート 日時u①２月18日(土)16:00
～。出演は秋田大学ニューブラスア
ンサンブル　②３月５日(日)14:00
～。出演は秋大の准教授
会場･問u秋田大学インフォメーショ
ンセンター(手形)☎(889)2931
■なんもダイニング！ 
日時u２月25日(土)11:00～20:30　
会場u秋田市民市場　内容u飲食店や
雑貨店の出店(飲食は自己負担)、ト
ークイベントやライブなど　
問uのんびり合同会社☎(832)8086
■自殺予防講演会 ｢人を支えるこ
ととその限界～私たちのできること
とできないこと～｣と題し、北海道立
精神保健福祉センター所長の田辺 等
さんが講演します。日時u２月25日
(土)13:30～15:30　会場u秋田県総
合保健センター２階大会議室(千秋の
｢脳研センター｣となり)
問uNPO法人秋田いのちの電話
☎(823)0021(12:00～18:00)

■聖園学園短期大学アンサンブルフ
ェスティバル 卒業研究演奏発表と

アンサンブルコンテスト。
日時u２月28日(火)18:30～21:30
会場uアトリオン音楽ホール
問u聖園学園短期大学☎(862)0337
■春の安心リフォームフェア
ステージイベント、屋台出店など。
日時u３月４日(土)･５日(日)、10:00
～16:00　会場uアルヴェ１階きら
めき広場　問u協同組合安心リフォー
ム協議会☎(865)1511
■あきた終活フェア in アトリオン
葬式･墓･相続･食などのブースが出
店します。生前写真撮影も。
日時u３月４日(土)10:30～17:00、
５日(日)9:00～16:00。５日10:00
からは、健康などに関するセミナー
も開催　会場uアトリオン地下１階
問uあきた終活支援センター

☎(827)3758

保守点検などのため休館します。
休館日u４月６日(木)、５月９日(火)･
23日(火)･24日(水)、６月６日(火)、７
月４日(火)、９月19日(火)、10月３日
(火)･４日(水)、11月21日(火)、12月
５日(火)、平成30年１月29日(月)･30
日(火)･31日(水)、３月20日(火)
問u文化会館☎(865)1191

★３月５日(日)はキッズリフト乗り放題

小学生以下のリフト料金が無料に！
(通常1,020円)
★ナイターレディースデー(毎週日曜)
16:00以降のリフト４時間券が女性
は610円に！ (通常1,230円)　
問u太平山スキー場オーパス

☎(827)2221

保存期限が過ぎた雑誌(｢音楽の友｣、
｢世界｣｢特選街｣｢ブルータス｣｢文学界｣
など)を無料で差し上げます。本を入
れる袋を持って、直接各図書館へ。
ほくとライブラリー雄和図書館
u３月４日(土)10:00～12:00。１人
５冊まで。☎(886)2853
ほくとライブラリー明徳館河辺分館
u３月５日(日)10:00～12:00。１人
５冊まで。☎(881)1202
ほくとライブラリー明徳館
u３月11日(土)9:00～14:00。１人
７冊まで。☎(832)9220

■天使パパ･ママのお話し会
流産･死産･新生児死亡を経験された
両親が、思いを語り合う場です。
日時u２月27日(月)10:30～12:00
会場u秋田市社会福祉協議会和室
参加費u300円　申込uここはぐの小
田嶋さん☎070-1148-5589
■調停相談会　家庭内の問題、土地･
建物･金銭のもめごと、多重債務問
題、交通事故(補償)など。
日時u３月10日(金)10:00～15:00　
会場u裁判所合同庁舎(山王)　問u秋
田調停協会☎(824)3121(内線128)

＊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。18
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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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読売新聞特別編集委員や各テレビ番組のコメンテーターとして

活躍中の、秋田県出身の橋本五郎さんを講師に迎え、｢日本を斬る!

秋田を斬る!!｣と題してお話していただきます。

なお、当日はなるべく公共交通機関などでご来場ください。　

橋本五郎さんが
なんぴあにやって来る！

第５回なんぴあ魅力アップセミナー

南部市民サービス
センター(なんぴあ)

３月４日(土)14:00～16:00 橋
本
五
郎
さ
ん

日時

２月28日(火)まで、電話で南部地域づくり協議会(南部市民
サービスセンター内)☎(838)1211

申し
込み

参加無料　
先着300人

会場



日時u３月１日(水)9:30～13:00
会場u南部市民SC(なんぴあ)調理室
参加費u500円　先着u６人　持ち物
uエプロン、三角巾、持ち帰り用袋
申込u２月20日(月)9:00から南部市
民SC生涯学習担当☎(838)1217

小学４年生以上が対象
です。ガラスの皿に模
様を彫ります。大人の
かたもどうぞ。
日時u３月４日(土)①10:30～11:30、
②13:30～14:30(①は星形の皿、②
は丸型の皿)　会場u自然科学学習館
(アルヴェ４階) 先着u各12人
申込u２月21日(火)16:00から自然科
学学習館☎(887)5330

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u３月２日(木)9:30～11:30
会場u雄和市民SC(ユービス)
申込u２月20日(月)9:00から雄和市
民SC☎(886)5540

会場は市役所３階の中央市民SC(セ
ンタース)洋室４。申し込みは２月
20日(月)8:30から生涯学習室へ。

☎(888)5810
■国際理解講座｢留学生『ハラール』
事情｣　秋田大学副理事(国際担当)の
高橋康弘さんによる講話とハラール
(＝イスラムの教えに合ったもの)の
お菓子などの試食を通して、食から
イスラム文化に触れます。   
日時u３月６日(月)13:30～15:00
材料費u300円　先着u20人
■家庭教育講座｢読み聞かせに楽し
くチャレンジ！｣　家庭での読書の
大切さ、子どもの年齢に応じた本の
選び方、楽しい読み聞かせの工夫な
どについて、秋田県子ども読書支援
センター支援員の加々谷佐紀子さん

が話します。日時u３月14日(火)
10:00～11:30　先着u40人

■高齢者買い物支援 IT講習
あきたスギッチファンド助成事業。
パソコンを使って、自宅で日用品の
買い物をするための操作方法を学び
ます。対象u60歳以上でインターネ
ットを利用して日用品の買い物をし
たいかた　日時u３月８日(水)･９日
(木)･10日(金)、10:00～12:00　
会場u遊学舎研修室　参加費u500円
定員u10人　申込u３月４日(土)まで
ぱそらいふ秋田の仙道さん

☎070-6629-8302
■上級救命講習会 心肺蘇生法や
AEDの使い方を学びます。
対象u中学生以上
日時u３月12日(日)9:00～18:00　
会場u北部市民SC(キタスカ）
先着u20人　申込u２月19日(日)から
土崎消防署☎(845)0285

旧雄和ふるさとセンターの収蔵資料
のうち、懐かしいあかりに関する民
俗資料を展示しています。
日時u２月23日(木)までの平日8:30
～17:15　会場u雄和市民SC(ユービ
ス)１階ホール　
問u文化振興課☎(888)5607

北部地域のかたが対象です。三段以
上、二段･初段、級位の各クラスに分
かれて対戦します。先着50人。
日時u３月12日(日)9:00～　会場u北
部公民館　参加費u1,500円(昼食込)
申込u２月20日(月)9:00から北部公
民館☎(873)4839

u佐竹史料館企画展

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。

◎千秋美術館コレクション展
◎秋田市工芸品まつり

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～
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ABS｢わがまち大好き秋田市長です｣

２/19　 11:40～11:55日

15分番組(月１回･手話通訳放送)

５分番組市政

広報あきた　平成29年２月17日号19

■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千秋美術館コレクション展
u３／１

・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穂積市長もイクボス宣言！
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市民協働のアイデアをたまごに例えた

｢あきたまご｣。大きく夢ふくらむアイデ

アを大事に育てる。そんなイメージの１

枚にしてみました。さて、どんな〝産

声〟が聞けるか、今から楽しみですね。

広報広聴課☎(888)5471
テレビガイド

u秋田市プロモーションビデオコンテスト
最優秀賞作品｢川反オモシェ｣

u秋田市プロモーションビデオコンテスト
優秀賞作品｢秋田市ふれんず｣
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＊｢ワーク･ライフ･バランス｣
(仕事と生活の調和)がテーマ。
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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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