千秋美術館企画展
理
趣
会
曼
荼
羅

１月20日(日)まで開催
いざな

午前10時〜午後６時(入館は５時30分まで)
まん

ギャラリートーク 12月８日(土)・12日(水)、１月12日(土)、午後２時〜。
直接、千秋美術館へどうぞ。

図録
フェア

ら

前期

１月14日(月)まで

後期

３月１日(土)〜４月13日(日)

午前９時30分〜午後４時30分
即遠なる智恵と無限の慈悲に満
たされた祈りと悟りの不思議な世
界へご招待。曼荼羅をやさしく解
説します。
観覧料200円。中学生以下無料。

12月28日(金)まで開催
これまで千秋美術館で開催した絵画や写真、工芸な
どの展覧会の図録52種を特別料金で販売しています。
問い合わせ

だ

赤れんが郷土館企画展
「おばこ・大曲」(1953年)

▼

写真家・木村伊兵衛の戦後の代表作、シリー
ズ「秋田」により、1950〜1960年代の秋田とそ
こに生きる人々の姿を紹介します。一般500円、
高・大学生300円、中学生以下無料。

千秋美術館tel(836)7860

赤れんが郷土館tel(864)6851

佐竹史料館企画展

藩主と家臣の
書画展

マス〜
う！ クリス
ろ
く
つ
で
〜みんな

12月23日(日)・24日(月) 午後１時〜９時(24日は午前11時〜)
仲小路、アトリオン、日赤跡地 ほか

同時 常設展
開催 武家の調度品展

中央街区商店街と学生たちが一緒に
なって、みんなが ほっと する手作
りのクリスマスイベントを開催！

12月16日(日)〜３月23日(日)
午前９時〜午後４時30分
一般100円 高校生50円
中学生以下無料

①子どもたちの手作り装飾品展示
②大学生たちによるイルミネーション
や装飾品展示

武士の職務はもちろん、趣味や
嗜の世界においても活躍し、秋田
の文化に影響を与えた藩政時代の
藩主と家臣たちの作品を紹介しま
す。佐竹史料館tel(832)7892
たしなみ

③秋田杉の屋台村(外国人屋台、クリ
スマスグッズの販売、ゴスペルなど
のクリスマスライブなど)
詳しくはホームページ http://www.arte-akita.jp/hot2xmas.htm

テレビ
ガイド

▼

AAB おはよう秋田市から
５
月〜木 午前1 0 時30分〜
分
ABS
こんにちは秋田市から
間
金 午前1 1 時20分〜
テ
土① 午前1 1 時40分〜
レ
②午後 3 時55分〜
ビ
日 午前1 1 時55分〜
番
組 AKT こんばんは秋田市から

12/７(金)

12/11(火)

12/12(水)

▼

※12月10日(月)から15日(土)まで臨時
休館します

問い合わせNPOほっとアートあきたtel(880)5780

ボランティア募集
詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
tel(866)2034

藤盛江岸筆「福禄寿」

12/18(火)

●除排雪の取り組み紹介

●技能功労者・優秀技能者紹介

●岩見三内小学校の農業体

●赤れんが郷土館「仏教芸術

験〜収穫祭

への誘い〜異空間・曼荼羅

●千秋美術館企画展「カメラア

展」

イ〜木村伊兵衛が視た秋田」

水 午後1 0 時 54分〜

15 ●12/23(日)７：30〜 ABS おはよう秋田市長です「平成19年を振り返る」

分

ラジオ

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
エフエム椿台 午後スタ

毎週月

午後 ５ 時55分〜

毎週火

午前1 0 時30分〜

毎週水

午後 2 時00分〜

］●12月のセリオンイベント情報
●水道の凍結を予防しましょう
●「広報あきた」から
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催し物
で

わ みなと り き ち せ い た ん

ねん き ねんてん

出羽湊利吉生誕100年記念展
郷土力士・出羽湊利吉のパネル写真
や大相撲番付表などを展示します。
入場無料。直接会場へどうぞ。
日時／12月８日(土)〜24日(月)、午前
10時〜午後５時 会場／土崎図書館
●問い合わせ 土崎図書館
tel(845)0572
び たん

サンライフ秋田

運動と趣味の教室
教室名(対象)

たのしいエアロビクス
(25歳以上)

サン・エアロ

「これが現代美術だ！ 見るか？ 買う
か？」と題し、美術ジャーナリストの
村田真さんが講演。無料。定員30人。
日時／12月12日(水)午後６時〜７時
会場／秋田公立美術工芸短期大学
●申し込み 12月11日(火)まで美術
工芸短大事務局tel(888)8100

チャリティーランチ
「目にいい料理」をお楽しみくださ
い。１人1,500円。収益金の一部を
目の不自由なかたのために寄付しま
す。チャリティーバザーも同時開催。
日時／12月13日(木)午前11時30分〜
午後１時30分
会場／シャインプラザ平安閣
●申し込み 秋田山王ライオンズク
ラブtel(865)6416
こ

ミディアムエアロ
(25歳以上)

リズム体操ストレッチ

えい が さい

ごみ減量の講座と、ゴア前アメリカ
合衆国副大統領の、地球温暖化の危
機を訴える活動を記録した映画「不都
合な真実」の上映。無料。直接会場
へ。
日時／12月16日(日)午後１時〜３時
30分 会場／土崎公民館大ホール
●問い合わせ 秋田中央高校総務部
tel(845)1164
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広報あきた 12月７日号

定員

１月11日(金)から３月14日(金)まで
8,400円
の毎週金曜日、18：30〜19：45

25人

１月９日(水)から３月12日(水)まで 8,400円

25人

１月11日(金)から３月14日(金)まで
8,400円
の毎週金曜日、10：00〜11：15

25人

１月９日(水)から３月12日(水)まで

8,400円

25人

やさしい社交ダンス
(20歳以上)
(Step1)

1月12日(土)から３月15日(土)まで
9,450円
の毎週土曜日、10：00〜12：00

26人

パッチワーク(初級)

１月10日(木)から３月13日(木)まで 9,450円

(20歳以上) の毎週木曜日、10：00〜12：00

(別途教材費あり)

15人

ドライフラワーアレン １月10日(木)から３月６日(木)まで 4,720円
15人
ジメント (20歳以上) の隔週木曜日、18：30〜20：30
(別途教材費あり)

謡曲

１月12日(土)から３月15日(土)まで

7,560円

20人

運動不足な人の教室(夜 １月10日(木)から３月13日(木)まで
8,400円
コース)(20歳以上の女性)
の毎週木曜日、18：30〜19：45

20人

(20歳以上) の毎週土曜日、18：00〜20：00

心と身体の太極拳

１月８日(火)から３月11日(火)まで

(20歳以上) の毎週火曜日、19：00〜20：30

8,400円

25人

ももさだアートスクール
会場は秋田公立美術工芸短期大学のアトリエももさだ。応
募者多数の場合は抽選になります。なお、定員に満たない講
座は開催しないことがあります。

クリスマス子ども広場

みんなの映画祭2007

受講料

(25歳以上) の毎週水曜日、10：45〜12：00

ひろ ば

土崎図書館 メロディーベルや大型
紙芝居、人形劇など。無料。直接会
場へどうぞ。日時／12月15日(土)午
前11時〜11時40分 問い合わせ／土
崎図書館tel(845)0572
中央図書館明徳館 幼児から小学校
低学年が対象。大型絵本やブラック
パネルシアター、人形劇など。無料。
日時／12月16日(日)午前11時〜11時
40分 定員／先着100人
申し込み／12月11日(火)午前９時か
ら中央図書館明徳館tel(832)9220

日程

(25歳以上) の毎週水曜日、18：00〜19：15

とくべつこうえんかい

美短の特別講演会

申 12月15日(土)午前10時からサンラ
し
。直接窓口で
込 イフ秋田へ(先着順）
み も受け付けます。tel(863)1391

申し込み

各講座初日の7日前までに、電話で美術工芸短大大学開放セン
ターアトリエももさだへお申し込みください。
tel(888)8137(月曜を除く午前９時〜午後４時30分)

