
会場は文化会館。受講料各4,700円。
給油取扱所 ７月29日(水)、８月７
日(金)・27日(木)、午前９時～正午　
一般(その他) ７月29日(水)、８月
７日(金)・27日(木)、９月11日(金)、
午後１時30分～４時30分
石油コンビナート ９月11日(金)午
前９時～正午
●申し込み ６月15日(月)から26
日(金)まで、消防本部と各消防署に
ある申込書で秋田県危険物安全協会
連合会☎(867)2245

日時／６月14日(日)・21日(日)、午
後２時～４時　会場／文化会館地階
受講料／無料　定員／５人
●申し込み 南京玉すだれ振興会

☎(884)2760

講演「糸の美しさに魅せられて」と
手織りのコースターかミニ額作り。
日時／６月21日(日)午後１時30分～
会場／秋田ニューシティ１階秋田贔
屓　材料費／1,500円　定員／20人
●申し込み 秋田贔屓☎(853)7470

幼児～小学校低学年のお子さんと保
護者が対象。大型絵本や歌、クイズ
など。参加無料。直接会場へどうぞ。
日時／６月13日(土)午前11時～11時
40分　会場／土崎図書館玄関前広場
●問い合わせ 土崎図書館

☎(845)0572

幼児～小学校低学年のお子さんと保
護者が対象です。大型絵本や紙芝居、

人形劇「赤ずきん」など。
日時／６月21日(日)午前11時～11
時40分　会場／中央図書館明徳館
参加費／無料　定員／先着100人　
●申し込み ６月７日(日)午前９時
から明徳館☎(832)9220

木内音楽賞受賞記念 カンパネラ・
コール特別演奏会 曲目は「ヴィヴ
ァルディが見た日本の四季」など。
日時／６月７日(日)午後３時～　
会場／アトリオン音楽ホール　入場
料／一般1,000円、小・中・高生
500円　問い合わせ／カンパネラ・
コールの日景さん☎(837)2482
いやしの風コンサート テノール歌
手・本田武久さん、ピアノ・鳥井俊
之さんによるコンサート。曲目は
「荒城の月」「木星～ジュピター」な
ど。未就学児は入場できません。
日時／６月16日(火)午後２時～３時
会場／アトリオン音楽ホール　
入場料／500円　問い合わせ／アト
リオン音楽事業部☎(836)7803

秋田弁と昔話を楽しむ会です。参加
無料。直接会場へどうぞ。
日時／６月17日(水)午後１時30分
～２時30分　会場／サンパル秋田　
●問い合わせ 秋田市民話の会の長
谷川さん☎(831)8887

俳優・エッセイストの松居一代さん
が「生きているってすばらしい人生
ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！」と題して講演。
日時／６月21日(日)午後３時～　
会場／秋田県民会館
入場料／無料　定員／1,000人
●申し込み 往復はがきに、「松居一
代文化講演会希望」、住所、氏名、電
話番号を書いて、６月12日(金)まで、
〒010-0951山王四丁目２-３ 秋田
県市町村職員互助会☎(862)3854

「地方自治と現場力」と題し、ノー
スアジア大学客員教授の福岡政行さ
んが講演。受講無料。直接会場へ。
日時／７月４日(土)午後２時～３時
30分　会場／ノースアジア大学40
周年記念館２階271番教場　
●問い合わせ ノースアジア大学総
合研究センター☎(836)6592

八橋旧街道と寺内焼窯跡を巡りま
す。６月20日(土)午前10時、寺内
地域センターに集合。無料。詳しく
は土居輝雄さんへ。☎(832)8708

日時と集合場所／６月21日(日)午前
６時、市役所駐車場 参加費／500円
●申し込み　秋田清掃登山連絡協議
会の大山さん☎090-6628-4162
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６月７日(日) 午前９時～ 大森山動物園☎(828)5508

●ウオーククイズ９:30～　●ペンギンのエサやり体験(１カップ100
円。先着20人)10:45～　●アシカのエサやり体験(先着10人)11:15～
●吹き矢体験(小学生限定。動物病院前で)13:30～14:00
●動物園裏側探検(先着各20人)14:00～、14:20～、14:40～
…13:00にミルヴェ館で整理券を配布します

自動体外式除細動器(AED)の操作な
ど。受講無料。定員10人。

日時／６月20日(土)午前９時～正午
会場／秋田南消防署

秋田南消防署救急担当
☎(839)9551

救命講習会
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市役所のいろいろ
な仕事や手続きの仕
方を説明した「21年
度版 市民便利帳」ができました。下
記の窓口のほか、市内のコンビニエ
ンスストア(サークルＫサンクス、ロ
ーソン、ファミリーマート、デイリ
ーヤマザキ)で無料配布しています。

市民便利帳
できました

●市役所本庁(案内、市民課など)
●土崎支所　●西部市民サービスセ
ンター　●河辺・雄和市民センター　
●アルヴェ駅東サービスセンター
●岩見三内・大正寺連絡所
●各公民館　●各地域センター　
●各コミュニティセンター

問い合わせ　広報課☎(866)2034

配布窓口

入園料 500円　中学生以下無料　　　　　＊年間パスポート1,200円

♪
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「くさる～食べ物の変身」をテーマ
に、サイエンスショーと実験体験。
実験体験は要申し込み(定員20人)。
対象／小学生以上(小学３年生以下
は保護者同伴) 日時／６月14日(日)
午後１時～２時30分　会場／アル
ヴェ自然科学学習館　参加費／無料
●実験体験の申し込み ６月６日
(土)午前９時から、自然科学学習館
☎(887)5330(６月８日(月)休館)

女性が対象です。会場は河辺公民館。
申し込みは、６月８日(月)午前９時
から河辺公民館へ。☎(882)5311
パステル和アート(イラスト)教室　
日時／６月17日(水)、７月15日(水)、
９月16日(水)、10月21日(水)、午前
10時～正午　材料費／2,100円(初
めて参加するかた) 定員／12人　
おしゃれ教室 肌の手入れ、年齢に
合った化粧の仕方。日時／６月25
日(木)、10月22日(木)、午前10時～
正午 参加費／無料　定員／10人

ビーズで世界に一つだけのオリジナ
ルブレスレットを作ります。
対象／30歳代までのかた　
日時／６月23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15人
●申し込み ６月８日(月)午前９時か
ら勤労青少年ホーム☎(824)5378

実演を交えて、心理学について学びま
す。受講無料。１日だけの受講も可。
日時／６月17日(水)・30日(火)、７
月３日(金)・10日(金)・15日(水)・

17日(金)、午後６時30分～８時　会
場／明徳館ビル２階カレッジプラザ　
●申し込み カレッジプラザ

☎(825)5455

会場は秋田テルサ(御所野)。時間は
午前10時～午後１時。申し込みは、
秋田テルサへ。☎(826)1800
和食シェフのさかな ６月17日(水)
受講料／1,800円　定員／24人

ピロシキカレーパン ６月19日(金)
受講料／1,800円　定員／16人

基本のスポンジ２種 ６月24日(水)
受講料／1,800円　定員／16人

記念日のイタリアン ６月26日(金)
受講料／1,800円　定員／20人

秋田風笹巻き・笹団子 ６月29日(月)
受講料／1,800円　定員／24人

会場は大町のサンパル秋田です。
再就職・社会活動支援IT講習「パソ
コン基礎・ワード初級」 希望者に
は就職プラン相談も。対象／パソコ
ン初心者で、再就職や社会活動のた
めにIT講習を受けたい女性　日時／
６月22日(月)・23日(火)、午前10時
～午後３時　受講料／1,500円　定
員／10人(抽選) 申し込み／往復は
がき(１人１通)に講座名、住所、氏
名、年齢、電話番号、相談希望日(希
望者のみ)を書いて、６月11日(木)ま
で、〒010-0921大町二丁目３-27
女性学習センター☎(824)7764
再就職準備セミナー「ライフプラン
のポイント」 講義ほか(午前10時
～午後零時30分)とグループワーク
(午後１時30分～２時30分。希望
者のみ)。対象／再就職をめざすか
た　開催日／６月18日(木)
受講料／無料　定員／講義＝先着
30人(託児10人まで)、グループワ
ーク＝先着５人(託児３人まで) 
申し込み／６月８日(月)午前９時か
ら女性学習センター☎(824)7764

応募書類作成や面接対策など。
対象／おおむね39歳までの求職中
のかた(学生を除く) 日時／６月
23日(火)・24日(水)・25日(木)、午
前10時～午後４時　会場／ジョイ
ナス 受講料／無料　定員／15人
●申し込み フレッシュワーク
AKITA☎(826)1735

おおむね45歳以上のかたが対象。会
場は、寺内のユースパル。受講無料。
定員各30人。申し込みは、秋田県雇
用開発協会へ。☎(863)4805
再就職を成功させるために ６月
10日(水)午後１時30分～３時30分
裁判員制度ってなあに？ ６月16
日(火)午後１時30分～３時30分
上手に使おう介護保険制度 ６月
20日(土)午前10時～正午　
NPO活動と私の体験談 ６月20日
(土)午後１時30分～３時30分
あきた元気アップ円熟塾 ６月24
日(水)午後１時30分～３時30分

16㍉映写機の操作技術を学習。認
定証を取得後、映写ボランティアと
して活動できます。受講無料。
日時／６月27日(土)午後１時～４時
30分　会場／河辺総合福祉交流セ
ンター 定員／先着15人
●申し込み ６月９日(火)午前10時か
ら視聴覚ライブラリー☎(882)5535

身体障害者のご家族などを対象に、
「障害に合わせた料理の作り方」の
講義と疑似体験。無料。定員10人。
日時／７月４日(土)午後１時30分～
４時 会場／サンパル秋田　
●申し込み ６月８日(月)から20日
(土)まで、障害者生活支援センター
ほくと☎・ファクス(873)7804
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自転車に追い風メタボ忘れそう ヒサト


