
時～　アートクレイシルバー＝12月
５日(木)午後６時30分～　クリスマス
タペストリー＝12月６日(金)午前10時
～ キャンドルフラワー＝12月20日
(金)午後６時30分～
●申し込み 11月26日(火)午前10時か
らサンライフ秋田q(863)1391

中学生が対象です。測定器を作っ
て磁気を体験します。先着20人。受
講無料。
とき／11月30日(土)午前10時～午後３
時　ところ／秋田大学鉱業博物館
●申し込み 秋田大学工学資源学部
応用地球科学教室q(889)2382

会場は①と③が美短講義室、②が
大学開放センターコンピュータ室
(Mac)。受講無料。申し込みは12月
３日(火)まで美術工芸短大事務局
q(888)8100(土日、祝日を除く)
㈰道具のデザインに生かす動物骨格
＝12月６日(金)午後６時～７時30分。
定員100人 ㈪インターネット情報
収集＝12月７日(土)午後１時～２時30
分。定員は初心者７人　㈫創ること
の意味と必然性＝12月12日(木)午後６
時～７時30分。定員100人

おおむね60歳以上のかたが対象で
す。ADL体操で体を動かそう。受講
無料。直接会場へ。持ち物などはお
問い合わせください。
とき／11月28日(木)午後１時30分～
３時30分　
ところ／大森山老人と子どもの家
●問い合わせ 大森山老人と子ども
の家q(828)1651

窒息事故の救命を中心に講習会を
行います。受講無料。
とき／12月15日(日)午前９時～正午
ところ／秋田南消防署

●申し込み 秋田南消防署救急係
q(839)9551

幼児から小学校低学年までが対象
です。大型紙芝居「魔女の缶詰」や、
人形劇「ぐりとぐらのおきゃくさま」
など。定員は各100人。参加無料。
とき／12月15日(日)午前11時～11時
50分、午後１時30分～２時20分の
２回　ところ／中央図書館明徳館研
修ホール　
●申し込み 12月３日(火)午前８時
30分から明徳館q(832)9220

「石のスープ」「クリスマスの12
日」などの楽しいお話です。入場無
料。直接会場へどうぞ。
とき／12月14日(土)午後２時～２時
40分　ところ／アトリエももさだ　
●問い合わせ 新屋図書館

q(828)4215

会場は秋田テルサ。問い合わせは
秋田テルサへq(826)1800
カルチャースクール無料体験＝調理、
パソコン、英会話など様々な教室を
無料体験できます。11月30日(土)と12
月１日(日)、午前10時～と午後１時～
スマイリングカップ踊runや＝エアロ
ビクスのお祭りです。参加者に商品
があります。12月１日(日)午前10時～
午後１時。

「はたらくデザイン」をテーマに、
県内クリエイターの活動や作品、商
品開発を楽しく紹介します。あきた
デザインネットワークなどの主催。
とき／12月７日(土)・８日(日)の２日
間、午前10時～午後４時　

ところ／御所野のイオン秋田ショッ
ピングセンターセントラルコート
●問い合わせ 県中小企業団体中央
会の芳賀さんq(863)8701

入場無料。直接会場へどうぞ。
とき／11月28日(木)午後６時～８時
ところ／アトリオン音楽ホール
●問い合わせ 明徳館内の明徳館こ
んわ会q(832)9220

日赤秋田短期大学の小林恵津子先
生とマジシャンのブラボー中谷さん
が講演します。先着350人に粗品を
贈呈。入場無料。直接会場へ。
とき／11月25日(月)午後１時30分～
３時30分　
ところ／文化会館小ホール
●問い合わせ 国保年金課

q(866)2098

点訳絵本の展示のほか、①「中１わ
くわく座」の公演、②岩田美津子さん
(てんやく絵本ふれあい文庫代表)の講演会。
とき／11月28日(木)から12月１日(日)
までの４日間。①は30日(土)午後２
時30分～。②は１日(日)午後１時30分
～　ところ／県児童会館(②のみ県生
涯学習センター)
●問い合わせ 「バリアフリー絵本
展」担当q(865)1161

犯罪や交通事故などで亡くなられ
た人々の写真と添え書きを貼り付け
た「人型」オブジェの展示。入場無
料。初日は午後２時から、同展実行
委員の清澤郁子さんの講演会。
とき／11月29日(金)から12月１日(日)
までの３日間、午前９時～午後５時
(１日は午後３時30分まで)
ところ／県社会福祉会館(旭北栄町)
●問い合わせ 秋田被害者支援セン
ターq(887)7605

小学３年生以上で２日とも参加で
きるかたを対象に、川尻小学校で。
12月14日(土)午前10時～午後３時、15
日(日)午前10時～正午の２日間。
飛行機凧作り教室＝先着15人。材
料費500円　門松・しめ飾り作り教
室＝先着20人。材料費300円
●申し込み　11月25日(月)から中央
公民館q(824)5377

小学３年生以上の親子を対象に、
土崎公民館で。親子で楽しく、オリ
ジナル年賀状を作りませんか。時間
は午前９時～正午。定員は各先着
10組20人。受講無料。申し込みは
土崎公民館へq(846)1133
親子で作ろう年賀状Ⅰ＝11月30日
(土)。申し込みは11月25日(月)から
親子で作ろう年賀状Ⅱ＝12月14日
(土)。申し込みは12月４日(水)から

東部公民館で開きます。
男の料理教室＝男性が対象。家族や
友人にふるまって、あっと言わせて
みませんか。各先着16人。キムチ
の寄せ鍋コースが12月７日(土)、肉
料理コースが12月14日(土)、いずれ
も午前10時～午後２時。材料費は
各1,000円　
冬の寄せ植え鉢づくり教室＝４～５
種類の木や花を植えます。クリスマ
ス用コースが12月10日(火)午前10時
～正午、お正月用コースが12月24
日(火)午前10時～正午。各先着30人。
材料費は各3,000円　
親子クリスマスデコレーションケー
キづくり教室＝作ったケーキを持ち
帰ります。12月22日(日)午前10時～
午後２時。定員は親子で先着12組。
材料費は１組1,600円

●申し込み 11月25日(月)午前８時
30分から東部公民館q(834)2206

ピアノを利用した情操教育で、手
遊びや歌、簡単な体操を行います。
各先着15組（親子）。参加無料。
とき／12月５日(木)・13日(金)・20日
(金)の３日間、２歳・３歳児コース
は午前10時～11時、４歳・５歳児
コースは午前11時～正午　
ところ／南部公民館
●申し込み 11月26日(火)午前８時
30分から南部公民館q(832)2457

小学生の親子を対象に、北部公民
館で。午前と午後の２コースありま
す。午前コースは午前９時～正午、
午後コースは午後１時～４時。定員
は各先着10組20人。受講無料。
お絵かきからインターネット入門＝
小学１～３年生を対象に、11月30日
(土)、12月８日(日)、14日(土)
ワープロからインターネットを楽し
むコース＝小学４～６年生を対象に、
12月１日(日)、７日(土)、15日(日)
●申し込み 北部公民館

q(873)4839

表計算エクセル2000の基礎を学
びます。先着20人。
とき／11月30日(土)、12月１日(日)の
２日間、午前９時～午後４時　とこ
ろ／ポリテクセンター秋田(天王町)
受講料／4,000円
●申し込み 11月25日(月)午前８時
30分から北部公民館q(873)4839

仕事をしているかたを対象に秋田
技術専門校で。定員20人。無料。
ワープロソフト応用(ワード)＝12月
３日(火)・４日(水)午前９時～午後４
時　データベース応用(アクセス)＝
12月25日(水)・26日(木)午前９時～午

後４時
●申し込み　秋田技術専門校職業訓
練センターq(824)2548

12月19日(木)、南部公民館で。定
員は各先着20人。材料費各500円。
太巻きずし教室＝午前９時30分～
午後零時30分　旬の野菜・漬け物
教室＝午後１時30分～４時
●申し込み 11月27日(水)午前８時
30分から南部公民館q(832)2457

会場は秋田テルサ。時間は①が午
後２時～、その他は午前10時～。
受講料は①が3,200円、その他は
2,000円。定員は①が親子２人１組
で先着12組、その他は先着24人。
申し込みは11月26日(火)午前10時か
ら秋田テルサq(826)1800
㈰シェフが教える！親子でクリスマ
スケーキ作り＝12月７日(土) ②中
華シェフのクリスマスオードブル＝
12月11日(水) ③鮭のおいしい季
節！鮭のフルコース＝12月13日(金)
④あつあつベーコンポテトパイ・
他＝12月14日(土) ⑤豪華お正月和
菓子！花びらもち・他＝12月18日
(水) ⑥お正月の来客おもてなし料
理！＝12月20日(金) ⑦年越しは手
打ちソバで！天ぷらソバ作り＝12
月26日(木) ⑧巻き寿司で！今年の
巻き納め＝12月27日(金)

手軽でおいしいお正月料理を学び
ます。先着20人。受講料1,800円。
とき／12月17日(火)午前10時～午後
１時　ところ／女性学習センター
●申し込み 11月26日(火)午前９時
から女性学習センターq(832)2191

サンライフ秋田で開きます。受講
料はいずれも3,500円。
ドライフラワー＝12月４日(水)午後６
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相談場所は市役所１階の市民相談
室。法律相談は各支所でも。法律相
談の電話予約は11月26日(火)午前８時
30分から、各会場で受け付けます(先
着８人)。その他の相談は当日受け付
けし、順番は抽選で決めます。

市民相談室q(866)2039
土 崎支所q(845)2261
新 屋支所q(888)8080

●交通事故
●法　律(市民相談室)

(土 崎 支所)
(新 屋 支所)

●登　記
●人権・困りごと
●各種年金・社会保険など
●遺　言
●税　務

12月４日(水)・18日(水)午前９時～午後３時
12月５日(木)・19日(木)・１月７日(火)・午前９時～正午
12月12日(木)午前９時～正午
１月９日(木)午前９時～正午
12月10日(火)午後２時～４時
12月12日(木)・26日(木)午後１時～４時
12月13日(金)午後１時～４時
12月17日(火)午前９時～正午
12月17日(火)午後１時～４時
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例年より早く無口になりました ヒサト


