
20

ボランティア募集

12/１(木) 12/６(火)
●佐竹史料館企画展
●自然科学学習館で
大学生サポーター活躍中！
●市民協働で地域づくり
～西部地域市民サービスセンター

12/７(水) 12/13(火)
月～木　午前10時30分～

火～金　午後３時50分～
土 午後３時55分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●御所野学院中・高で
表現科発表会を開催！

●秋田市の男女共生・次世

代育成支援対策

15
分 ●12/25(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「平成17年を振り返って」

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
te 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
］●除排雪にご協力を
●セリオンのクリスマスディナー

エフエム椿台 午後スタ 毎週水　午後 ３ 時00分～
エフエム秋田 ふれあい情報 火～土　午前10時55分～

12月26日(月)と１月10日(火)
午前９時40分～午後３時50分

コース JR秋田駅構内の秋田市観光案内所前集合→大森山動物園→秋田イ
オンＳＣ(昼食)→市消防本部→市除排雪対策本部→秋田駅西口

定員 各日親子10組20人。応募多数の場合は、抽選により決定

申し
込み

往復はがきに、希望見学日、住所、電話番号、親子２人の氏
名と年齢を書いて、12月12日(月)(必着)まで、〒010-8560秋
田市役所市民相談室。Eメールの場合、件名を「施設見学会
申し込み」としてrequest@mail.city.akita.akita.jpへ。
電話では受け付けません

除排雪対策本部

問い合わせ 市民相談室tel(866)2039

12月10日(土)午前10時から、
サンライフ秋田へ(先着順)。
直接窓口でも申し込みできま
す。te l (863)1391

申
し
込
み

冬休み親子施設見学会

●パネルディスカッション(10:15～12:00)

問い合わせ 市民交流サロンtel(887)5312

市民活動に関するパネルディスカッショ
ンや活動内容のＰRなど。総合司会はバリ
トン伊藤さん。ゴスペルコンサート(13:00
～、14:30～)もある楽しい一日です。

障害のあるかたの日ごろの活動を発表す
る３日間。落語家・三遊亭らん丈さんの講
演、歌や踊り、作品展示、授産品即売など。

問い合わせ 心いきいき芸術・文化祭実行
委員会事務局tel(864)2780

たのしいエアロビ
クス (25歳以上)

１月13日(金)から３月24日(金)まで
の毎週金曜日、18：30～19：45 8,400円 ３人

サン・エアロ
(25歳以上)

１月11日(水)から３月22日(水)まで
の毎週水曜日、18：00～19：15 8,400円 ５人

リズム体操＆スト
レッチ (25歳以上) 8,400円 10人

やさしい社交ダンス
(初級) (25歳以上)

１月７日(土)から３月25日(土)まで
の毎週土曜日、10：00～12：00 9,450円 10人

パッチワーク(初級)
(25歳以上)

１月12日(木)から３月23日(木)まで
の毎週木曜日、10：00～12：00

9,450円
(別途教材費あり)

15人

ドライフラワーアレン
ジメント(20歳以上)

１月12日(木)・26日(木)、２月９日(木)・23
日(木)、３月９日(木)、18：30～20：30

4,720円
(別途教材費あり)

10人

謡曲
(20歳以上)

１月７日(土)から３月25日(土)まで
の毎週土曜日、18：00～20：00 7,560円 10人

運動不足な人の教室・夜
コース(25歳以上の女性) 8,400円 若干名

教室名 日程 受講料 定員

サンライフ秋田の
運動と趣味の教室

１月11日(水)から３月22日(水)まで
の毎週水曜日、10：45～12：00

１月12日(木)から３月23日(木)まで
の毎週木曜日、18：30～19：45

12月18日(日) 午前10時～午後３時

とき

アルヴェ１階きらめき広場

“きらめく明日葉(あしたば)を”

●市民活動PRタイム(13:00～14:30)

国際教養大学助教授の前中ひろみさんを
ゲストに迎え、市内３つの団体とともに市
民活動について話し合います。

参加団体の活動発表や展示ブースなど。
展示ブースでは、20の団体がポスター、写
真などで日ごろの活動をＰＲします。

12月９日(金) 11日(日)
午前10時～午後４時

文化会館

オープニング式典　９日(金)13：00～
三遊亭らん丈さんの講演　９日(金)13：30～
コンサート　10日(土)12：00～
作品展、授産品即売会(３日間) 10：00～
16：00(11日は午後14：30まで)

心いきいき
芸術・文化祭
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親子で楽しくケーキを作ります。
対象／子どもと保護者　日時／12
月17日(土)午前10時15分～午後１時
会場／サンパル秋田　材料費／
1,000円　定員／先着10組
●申し込み　12月５日(月)午前９時
から中央公民館tel(824)5377

クリスマスの絵本やサンタの折り紙
を楽しもう。直接会場へどうぞ。
対象／幼児～小学校低学年　日時／
12月17日(土)午前10時～10時30分
会場／雄和図書館　参加料／無料
●問い合わせ　雄和図書館

tel(886)2853

クイズ、クリスマスカード作りなど。
対象／小学生とその保護者　日時／
12月18日(日)午後１時30分～３時
会場／赤れんが郷土館　参加料／保
護者のみ観覧券200円　定員／100
人(応募多数の場合は抽選)
●申し込み　往復はがきに住所、氏
名(参加者全員)、電話番号を書いて、
12月７日(水)(必着)まで、〒010-
0921大町三丁目3-21 赤れんが郷土
館tel(864)6851

大型絵本、パネルシアターなど。

対象／幼児～小学校低学年　日時／
12月18日(日)午前11時～11時40分と
午後１時30分～２時10分の２回
会場／中央図書館明徳館　参加料／
無料　定員／先着各100人
●申し込み　12月10日(土)午前９時
から明徳館tel(832)9220

ガラスに模様を彫り込みます。
日時／12月16日(金)午前９時30分～
11時30分、午後１時～３時、午後
５時～７時の３回　会場／アルヴェ
自然科学学習館　材料費／800円
定員／各15人
●申し込み　12月２日(金)午前９時
から自然科学学習館tel(887)5330

クリスマス料理を作ります。
対象／30歳代までのかた　日時／
12月13日(火)午後６時30分～８時30
分　会場／サンパル秋田　材料費／
1,000円　定員／先着20人
●申し込み　12月５日(月)午前９時
から勤労青少年ホームtel(824)5378

クリスマスを花で飾ろう。
日時／12月22日(木)午後２時～４時
会場／サンパル秋田　参加料／
2,000円　定員／先着20人
●申し込み　12月６日(火)午前９時
から中央公民館tel(824)5377

第60回記念大会。小・中・高校・
一般・ママさん・超OBの試合や、メ

インゲームとして秋田銀行VS山形
銀行(女子)、JR東日本秋田VS秋田
経済法科大学(男子)の試合も。入場
の際、協賛金(小中学生400円、高校
生以上500円)が必要です。
日時／12月17日(土)・18日(日)午前８
時30分～(メインゲームは18日午後
２時30分～) 会場／市立体育館
●問い合わせ　秋田市バスケットボ
ール協会の中島さんtel(866)2491

学生の手作り料理や生演奏など。
日時／12月10日(土)正午～午後２時
会場／聖霊女子短期大学　
料金／1,500円　定員／先着70人
●申し込み　電話かファクスで、12
月５日(月)まで聖霊女子短期大学
tel(845)4111 ファクス(845)4222

セリオン展望室の「スカイラウンジ
新航路」でディナーを楽しみません
か。事前に予約が必要です。
日時／12月21日(水)～25日(日)午後５
時30分～９時　料金／１人3,460
円、ペア6,800円
●申し込み　ポートタワーセリオン

tel(857)3381

12月１日(木)から25日(日)まで、仲小
路のお店で、ふれあいスノーマンの
イルミネーションがお出迎え。期間
中は会員店で割り引きセールも開催
します。
●問い合わせ　ふれあい通り仲小路
振興会会長の境田さんtel(834)3604

高校生活の集大成

クリスマスおはなし会
かい

赤
あか

れんがクリスマスのつどい

明徳館
めいとくかん

のクリスマス子
こ

ども広
ひろ

場
ば

クリスマス・グラスリッツェン

ぷちゴージャスクッキング

クリスマスフラワーアレンジメント

クリスマスディスプレイ

クリスマス慈
じ

善
ぜん

バスケ祭
さい

セリオンのクリスマスディナー

新屋商店会・新屋街路灯組合
で、秋田公立美術工芸短大の開
学10周年を記念し、新屋地域
の歴史的建物を絵にした2006
年カレンダーを制作しました。

絵は、同短大を卒業後、専攻科に在席しながら創
作活動を続けている高橋郁衣さんによるもの。
１冊1,200円(税込み)。お求めは、新屋商店会・

新屋街路灯組合の各加盟店でどうぞ。

親
おや

子
こ

でクリスマスケーキ作
づく

り

クリスマス

問い合わせ 秋田商工会議所新屋支所tel(828)6535

明日のクリエーターたち
秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院展
赤れんが郷土館企画展

12月３日(土) １月16日(月)

問い合わせ 赤れんが郷土館tel(864)6851

午前９時30分～午後４時30分

大人200円 中学生以下無料

■卒業制作展

１月19日(木) ２月12日(日)
■１・２年生作品展

開館時間

入場料

※赤れんが郷土館は作品入替のため、
１月17日(火)・18日(水)は臨時休館し
ます。

●美短開学10周年記念●

１月の絵は旧国立新屋倉庫

新屋の歴史的建物
カレンダー

聖霊短大
せいれい た ん だ い

のクリスマスパーティー

広報あきた　12月１日号21
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