
■囲碁入門教室 日時u４月４日(火)
から25日(火)までの毎週火曜、9:00
～12:00　会場uジョイナス 資料
代u1,000円　申込u日本棋院囲碁普
及指導員の小松さん☎(862)5644

｢くじらぐも｣｢王さまでかけましょ
う｣｢いじわるランボーの勇気｣｢いた
ずらあまんじゃく｣を上映します。
対象u小学生までのお子さんと保護者
日時u３月29日(水)10:30～11:30
会場u河辺総合福祉交流センター三
世代交流ホール
問u視聴覚ライブラリー☎(882)5535

秋田公立美術大学および附属高等学
院の前身･市立美術工芸専門学校(美
専)を回顧する資料展。昨年実施した
校舎跡の発掘報告をはじめ、当時の
写真･模型などを展示しています。
期間u(開催中)４月10日(月)まで
会場u秋田公立美術大学･プレハブ棟
(旧美術工芸専門学校校舎跡地)
問u秋田公立美術大学☎(888)8108 

秋田中央交通㈱の路線バス｢１日乗
り放題乗車券｣(１枚1,000円)が、秋
田市内のほか、秋田市外の区間でも
利用できるようになります。ただ
し、高速バス、空港リムジン、国際
教養大学線、秋田市マイタウン･バ
ス、中心市街地循環バス、男鹿市内
の路線バスでは利用できません。
利用開始日u４月１日(土)
新たに利用できる区間u五城目線(大
清水～五城目バスターミナル間)、八
郎潟線(八郎潟駅前～五城目バスター
ミナル間)、追分線(追分三叉路～天
王グリーンランド間)、太平線(野田

～岩見三内間)、わだ線(イオンモー
ル秋田～わだ駅前間)、雄和線(四ツ
小屋駅前～雄和市民SC間)　
問u秋田中央交通㈱☎(823)4413

ペットボトルロケットなどのアイデ
ア工作で、豊かな創造性や科学的な
見方を育てます。
対象u小学３年生～中学３年生　
日時u初回は４月22日(土)。５月から
来年３月３日(土)までは、毎月第１･
第３土曜、13:30～15:30　
会場u東部市民SC(いーぱる)　参加
費u3,800円(保険料込)　先着u20人　
申込u３月21日(火)から４月７日(金)
までの平日(8:30～17:00)に東部市
民SCへ。☎(853)1389  

高齢ドライバーの認知機能低下を原
因とする交通事故を防止するため、
道路交通法の一部が改正され、下記
のとおり講習制度が変わりました。
◆臨時認知機能検査の新設…75歳以
上のドライバーが、認知機能が低
下したときに起こしやすい交通違
反をした場合、臨時に検査を実施

◆臨時高齢者講習の新設…検査の結
果、認知機能の低下が認められる
場合、臨時に講習を実施

◆臨時適性検査制度の見直し…免許
更新時や臨時認知機能検査の結
果、認知症のおそれがあると判断
された場合、医師の診断が必要に
なります
問u運転免許センター☎(824)0660

■若者の心といのちの相談会
対象u39歳以下のかた
日時u３月26日(日)10:00～16:00　
会場uにぎわい交流館 申込uNPO法
人秋田県就労･生活自立サポートセ
ンター☎090-6681-6677

■精神障がい者家族相談
日時u３月24日(金)10:00～15:00　
会場u市老人福祉センター２階和室
問uNPO法人秋田けやき会

☎(863)4481
■不動産鑑定士による不動産相談会
当日は、相談内容がわかるような資料
(地図や登記など)をお持ちください。
日時u４月３日(月)14:00～16:30　
会場uにぎわい交流館４階研修室１　
問u秋田県不動産鑑定士協会の山陰
さん(エルグ不動産鑑定(株)内)

☎(862)4506

■ボランティア｢ダンボの会｣の傾聴
サロン 話す機会が少ないかたの話
に、親身に耳を傾けます(秘密厳守)。
日時u３月23日(木)10:00～16:00　
会場u市役所３階の中央市民SC(セン
タース)洋室２･３
問u同会の松本さん☎(824)0895
■河川(雄物川)愛護モニターを募集
20歳以上のかたが対象です。任期は
７月から１年間。報酬あり。応募は
４月14日(金)(必着)まで。応募方法
など、詳しくはお問い合わせくださ
い。問u秋田河川国道事務所河川管
理課☎(864)2290
■うつ会秋田の集い うつ病のかたや
ご家族が、悩みなどを語り合います。
日時u４月２日(日)、５月７日(日)、
14:00～16:00　会場u遊学舎　
参加費u各500円　定員u各20人　
申込uうつコミュニティ･うつ会秋田
の堀さん☎(862)8491
■秋田へ来る前の安東氏 十三湊ほか
現地視察　秋田での安東氏の歴史を
さかのぼり、青森県十三湊を視察し
ます。先着20人。参加費など、詳し
くはお問い合わせください。
日時 u５月27日(土)6:00から28日
(日)17:00まで 集合u土崎駅前
申込･問u土崎みなと歴史勉強会の泉
谷さん☎080-2034-4299

＊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

・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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将軍野地区コミセンが、
４月１日(土)に
リニューアルオープン！
まもなく、将軍野地区コミュニティセンターの大規模改修工事

が完了します。それに伴い、４月１日(土)からの施設利用申し込

みを３月21日(火)から受け付けます。３月下旬までは電話のみ。

(平日9:00～17:00)　申込u将軍野地区コミセン☎(845)1408



日吉神社(新屋)を散策しながら学び
ます。講師は宮司の石澤千秋さん。
日時u３月23日(木)10:30～12:00
会場u日吉神社(現地集合) 定員u15人
申込u３月18日(土)9:00からほくと
ライブラリー新屋図書館

☎(828)4215

講師は秋田公立美術大学教授の岩井
成昭さん。
日時u３月26日(日)13:30～15:00
会場uほくとライブラリー新屋図書
館研修室　定員u20人
申込u３月18日(土)9:00から同図書
館☎(828)4215

  下浜八田の肝煎
きもいり

文書｢鈴木家文書｣や
秋田藩薪炭方の｢日記  ｣などの資料解
読のほか、研修視察などもありま
す。定員30人(見学も可)。
＊肝煎＝昔の村役人
日時u来年３月までの第２･第４水
曜、13:30～16:00　会場uほくと
ライブラリー雄和図書館
申込u同図書館☎(886)2853

時間は10:00～13:00(③は夜の部
18:30～21:00もあります)。会場
は秋田テルサ。申し込みは３月21
日(火)から。☎(826)1800
＊開催日、参加費、定員の順で記載。
①飾り巻き寿司
４月５日(水)、2,160円、16人
②簡単お祝い膳(赤飯･お吸い物など)
４月７日(金)、2,160円、16人
③パティシエが教える枝豆のグリー
ンチーズケーキ(昼の部と夜の部)
４月12日(水)、各2,400円、各12人
④シンプルなパンとお菓子
４月13日(木)、2,160円、16人
⑤じゃがいも入りハンバーグ･チョ
ップドサラダ･フルーツプリン
４月14日(金)、2,400円、16人

⑥お手軽洋食(おからニョッキ･キャ
ベツ煮など)
４月17日(月)、2,160円、16人
⑦和菓子を作ろう(よもぎ大福など)
４月21日(金)、2,160円、16人
⑧子どもの日の巻き寿司
４月28日(金)、2,160円、16人

対象u19歳以上のかた
日時u４月６日(木)･13日(木)、9:45～
12:15　会場uサンライフ秋田　
材料費などu5,000円　定員u15人
申込u３月18日(土)10:00からサンラ
イフ秋田☎(863)1391

■ロシア語講座　
日程u４月10日(月)から９月下旬ま
で、各級20回程度。
入門編は毎週木曜17:30～18:30
初級編は毎週月曜17:30～18:50
中級編は毎週水曜17:30～18:50
会場u県商工会館５階(旭北錦町)
受講料u各級17,000円(教材費など)　
先着u各８人　
申込u４月５日(水)まで秋田県貿易促
進協会の堺さん☎(896)7366
■秋田ユネスコ協会の文化講座
｢ユネスコ無形文化遺産『山、鉾、屋
台行事』と秋田の文化財｣と題した講
話。日時 u４月16日 (日 )13:30～
14:30　会場uジョイナス２階第３
研修室 問u秋田ユネスコ協会事務
局の柳生さん☎(834)5729
■NPO法人あいのパソコン教室 時間
は10:00～12:00。会場は遊学舎。
申し込みは同法人へ。☎(829)1113
①文書作成　日程u４月４日(火)から
５月30日(火)までの火曜(５月２日
(火)を除く)　受講料u(８回コースで)
8,000円　定員u５人　②疑問にお
答え　４月７日(金)からの毎週金曜。
操作の疑問に個別に応じます。受講
料は１回2,000円。定員各５人
■英語で学ぶジェンダー(※)学習会
講師は秋田大学教授の和泉 浩さん。
日時u４月13日(木)から毎月第２･第
４木曜、10:30～12:00　会場u秋田
大学手形キャンパス　申込u同学習
会の菅原さん☎080-1827-9348
※社会的･文化的な男女の性差

uいよいよ通常開園! 大森山動物園

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。

◎犬の登録と狂犬病予防注射
◎春の火災予防運動

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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３／18 u３／22 水土

３／25 水土

ABS｢こんにちは秋田市から特別編｣

３/19　 11:40～11:55日

15分番組(月１回･手話通訳放送)

５分番組市政
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■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秋田市からのお知らせ
u３／29

・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 ｢ふりかえる春夏秋冬｣

レッサーパンダのお食事のひ

ととき♪ 昨年生まれた双子の

｢小百合｣｢ケンタ｣とお母さんの

｢ゆり｣の３頭が出ていました

が、子どもたちもだいぶ大きく

なり、素人目にはどの子がどの

子か?？ でも全部ひっくるめ

て、“めんこい”集団にメロメロ

になりました(^_^)b

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

入賞作品｢ありのままの秋田市｣

u秋田市プロモーションビデオコンテスト
入賞作品｢稲子、これが秋田市の

子育て事情だよ｣
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