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平成17年度に県・市・現河辺町・現雄和町の体
育施設で、大会や行事などを予定している団体は、
１月７日(金)までお申し込みください。申込書はス
ポーツ振興課、八橋陸上競技場、市立・県立体育
館、県営トレーニングセンター(雄和町)にあります。

平成17年度体育施設団体使用申込

①県立野球場こまちスタジアム(５月中旬利用
開始予定。原則として公式試合)
②向浜野球広場　③向浜テニスコート
④新屋運動広場(ラグビー・サッカー場)
⑤県立中央公園球技場・運動広場
(６月利用開始)
⑥県立中央公園テニスコート

屋
外
施
設

県営…申し込みは県立体育館へ。tel(862)3782
⑤⑥は県営トレーニングセンターへ。tel(886)4141

県立体育館tel(862)3782
県立武道館tel(862)6651
県立総合プールtel(895)5056

屋
内
施
設

①市立体育館　②茨島体育館　③土崎体育館
④河辺町民体育館　⑤雄和町民体育館　
⑥雄和南体育館

県営…申し込みは直接各施設へ。

市営・町営…申し込みは市立体育館へ。tel(866)2600

●女性＝女性学習センターtel(824)7764
●中公＝中央公民館tel(824)5377
女性・中公ともに〒010-0921大町二丁目3-27サンパル秋田
●土公＝土崎公民館tel(846)1133〒011-0945土崎港西四丁目2-10
●西公＝西部公民館tel(828)4217 〒010-1631新屋元町15-14
●東公＝東部公民館tel(834)2206〒010-0041広面字釣瓶町13-3
●南公＝南部公民館tel(832)2457 〒010-0062牛島東六丁目4-5
●北公＝北部公民館tel(873)4839 〒010-0146下新城中野字前谷地263
●明徳＝中央図書館明徳館tel(832)9220 〒010-0875千秋明徳町４-４
●土図＝土崎図書館tel(845)0572 〒011-0946土崎港中央六丁目16-30
●新図＝新屋図書館tel(828)4215〒010-1632新屋大川町12-26

表の赤字コース…パソコン初心者
表の黒字コース…文字入力、マウス操作のできるかた

往復はがきに申し込み番号(１つのみ)、住所、氏名、年齢、
電話番号、今年度受講済みの施設・コース名、新規のかた
は新規と書いて、12月17日(金)(当日消印有効)まで、受講希
望施設あてにお申し込みください。女性24で託児希望のか
たはお子さんの氏名・年齢も書いてください。定員各10人。
応募者多数の場合は抽選(新規受講者を優先)

申し込み方法

申し込み先・問い合わせ

Windows98、Word2000、Excel2000を使用

2007秋田わか杉国体

１月３日(月)午後１時～２時30分
アトリオン地下　入場無料

来年１月２日で、秋田わか杉国体までちょうど
1,000日。イベントをサポートしてくれる広報ボラン
ティアを募集中！　みんなで国体を盛り上げよう！　

●カウントダウンボード点灯式
●武術太極拳の公開演武など

問い合わせ

県国体・障害者スポーツ大会局大会総務課tel(860)5208

来年から広報あきたで、「スギッチ」が国体ま
での日数をカウントダウンします。みなさん注
目してくださいね！

市立体育館

無料ＩＴ講習

県立野球場

①八橋陸上競技場(芝生フィールドは５月利用
開始予定。工事のため６月下旬から９月末まで
使用不可) ②八橋硬式野球場(工事のため７月
以降使用不可) ③八橋球技場(芝生フィールド
は５月利用開始予定) ④多目的グラウンド
⑤八橋テニスコート　⑥相撲場　
⑦勝平市民グラウンド　
⑧スポパークかわべ(サッカー場、多目的広場、
グラウンドゴルフ場)
⑨雄和町花の森運動公園球場

市営・町営…申し込みは八橋陸上競技場へ。tel(823)1472



いずれも午後１時からと３時から
の２回、自然科学学習館(アルヴェ４
階)で。小学４年生以下のお子さんは
保護者同伴でどうぞ。
①１月５日(水) スポーツの科学 敏
捷性テストやゲームで、素早い動き
の鍛え方を体験。無料。定員各15組
②１月６日(木) 輝きの科学 純度約
100㌫のシルバーアクセサリー作り。
参加料500円。定員各15組
③１月７日(金) 香りの科学 香水、
キャンドル作り。参加料300円。定員
40人。※午後１時からの１回のみ　
④１月８日(土) 色彩の科学　菓子の
染色技法にふれながら、きれいな和
菓子づくり。無料。定員各20組
⑤１月９日(日) 発明の科学 本物そ
っくりのホバークラフト作り。無料。
定員各15組
●申し込み　12月11日(土)から自然科
学学習館tel(887)5330

野口裕子とHiro Koto Groupによる
「黒田節による幻想曲」「さくら」など
の演奏。箏、三絃、胡弓の和楽の調
べを楽しみます。参加無料。
とき／１月８日(土)午後２時開演
ところ／太平山自然学習センター
「まんたらめ」 定員／先着100人
●申し込み　12月14日(火)から太平山
自然学習センターtel(827)2171

12月13日(月)～15日(水)午前10時～
午後５時(初日は正午から)、アトリ
オン３階で。入場無料。
●問い合わせ　バザール・Ｔの佐藤
さんtel(864)4683

楽
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ボランティア募集

12/10(金) 12/14(火)

●しあわせ実感！
男女フォーラム

●市民協働の除排雪

●道路の愛称決定！

12/15(水) 12/21(火)
月～金　午前10時55分～

月～金　午後３時50分～
土 午後３時55分～

水 午後10時54分～　

テレ
ビ

●中通小学校の農業体験(後編)

●技能功労者・優秀技能者
の紹介①

●竪穴住居がついに完成！

15
分 ●12/26(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「市長が選ぶ今年の10(重)大ニュース」

AAB  おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
テ
レ
ビ
番
組
AKT  こんばんは秋田市から

詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
t e l (866)2034

エフエム秋田 秋田市マンデー555
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ

毎週月　午後５ 時54分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ
］●まんが秋田市400年物語完成
●聖なる夜はセリオンへ！

秋田コミュニティ放送　市長と一緒 毎週火　午前 ８ 時15分～
エフエム秋田 ふれあい情報 月～土　午前10時55分～

※印のついた受講料には教材費が別にかかります。

12月24日(金)(必着)まで、はがき、またはファクスで希望教室名、住所、
氏名、生年月日、連絡先を書いて、〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-
７　サンライフ秋田「運動と趣味の教室」係へ。直接窓口でも受け付け
ます。ファクス(863)1531 tel(863)1391

申
し
込
み

１月７日(金)から３月18日(金)までの毎週金曜日、
午後６時30分～７時45分。受講料8，400円

１月８日(土)から３月12日(土)までの毎週土曜日、
午前10時～正午。受講料9，450円

１月７日(金)から３月18日(金)までの毎週金曜日、
午前10時～11時15分。受講料8，400円

１月12日(水)から３月23日(水)までの毎週水曜日、
午前10時45分～正午。受講料8，400円

１月12日(水)から３月23日(水)までの毎週水曜日、
午後６時～７時15分。受講料8，400円

１月13日(木)から３月17日(木)までの毎週木曜日、
午前10時～正午。受講料※9，450円

１月８日(土)から３月12日(土)までの毎週土曜日、
午後６時～８時。受講料7，560円

１月13日(木)・27日(木)、２月10日(木)・24日(木)、３月10
日(木)、午後６時30分～８時30分。受講料※4，720円

１月８日(土)から３月19日(土)までの毎週土曜日、
午前10時30分～11時45分。受講料8，400円

サ
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はじめての謡曲

運動不足な人の教室①

パッチワーク(初級)

ドライフラワーアレンジメント

サン・エアロ

ジャズリズム

ミディアムエアロ

やさしい社交ダンス(初級)

たのしいエアロビクス

１月13日(木)から３月17日(木)までの毎週木曜日、
午後６時30分～７時45分。受講料8，400円

※日・祝日および１月１日～５日は午前８時から営業します。

日 中 午前９時～午後４時 ナイター 午後５時～９時

営業
期間

12月19日(日)～３月20日(日)

太平山スキー場オーパス
tel(827)2221

※積雪状況により営業期間を変更する場合があります。

対象 20歳以上の女性

対象 20歳以上

対象 25歳以上

対象 25歳以上

対象 25歳以上

対象 25歳以上

対象 30歳以上

対象 30歳以上

対象 25歳以上

催し物

まんたらめの森
もり

新
しん

春
しゅん

コンサート

きものリメイク展
てん

●リフト料金４時間券新設＆
シルバー券充実！

半日券に代わって、便利な「４
時間券」が登場。さらに、60歳
以上のかたにお得な「シルバー
券」を全種類に設定しました。

12月19日(日)オープン予定

運動不足な人の教室②
対象 20歳以上の女性
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