
介護福祉士資格がある、または介護
職員基礎研修、介護員養成研修１
級・２級課程修了で、介護の仕事に
就きたいかたが対象です。介護の実
技・講習、福祉の仕事の個別相談
(希望者)など。無料。定員20人。
日時／12月７日(水)午前９時30分～
午後４時、12月８日(木)午前10時
30分～午後４時30分　会場／秋田
県社会福祉会館(旭北栄町)
●申し込み 12月５日(月)まで、秋
田県福祉保健人材・研修センター

☎(864)2880

介護福祉士、ホームヘルパーなどの
資格があり、就職していないかたが
対象です。介護の実技・講義、仕事
の相談など。無料。定員40人。
日時／12月10日(土)午前９時30分
～午後４時10分、12月11日(日)午
前10時～午後４時30分　会場／日
本赤十字秋田短期大学(上北手)
●申し込み ハローワークにある申
込書で、11月30日(水)まで、秋田県
介護福祉士会の平塚さん

☎090-2272-5002

秋田駅西口フォンテAKITA７階にあ
る「旅のサポートAKITA」では、旅
行に役立つ中国・韓国語講座や留学
生との交流会などを開催していま
す。お気軽にご参加ください。
●問い合わせ　旅のサポートAKITA

☎(893)3506

AED(自動体外式除細動器)の使用法
や応急手当。受講無料。定員10人。
日時／11月12日(土)午前９時～正午　
会場／秋田南消防署(御野場)
●申し込み　秋田南消防署救急担当

☎(839)9551

来春の高校卒業予定者と県内事業所
との面接会。11月30日(水)午後１時
～４時、秋田ビューホテルで。無料。
●申し込み 県ホームページなどに
ある申込書で、11月22日(火)まで、
県雇用労働政策課☎(860)2336

調停相談 離婚、土地、多重債務な
どの相談に応じます。直接会場へ。
日時／11月11日(金)午前10時～午
後３時　会場／アルヴェ１階音楽交
流室D 問い合わせ／秋田調停協会

☎(824)3121(内線128)
やさしい相続セミナー 相続や遺言
などの相談に行政書士が応じます。
基礎知識の学習も。直接会場へ。日
時／11月12日(土)午後１時30分～
５時　会場／秋田県中央シルバーエ
リア(御所野) 問い合わせ／秋田行
政書士会の相場さん☎(864)7259
女性の人権ホットライン　人権擁護
委員や法務局職員が電話で相談に応
じます。平日午前８時30分～午後
５時15分。次の強化期間は、相談
時間を延長します。強化期間／11
月14日(月)から18日(金)まで、午前
８時30分～午後７時、11月19日
(土)・20日(日)、午前10時～午後５
時　相談電話／0570-070-810
「中小企業緊急雇用安定助成金」申
請の相談 同助成金を検討している
企業の相談に社会保険労務士が応じ
ます。直接会場へ。日時／11月16
日(水)午後１時～４時　会場／秋田
商工会議所　問い合わせ／秋田県社
会保険労務士会☎(864)1666
土地・建物の登記相談 土地家屋調
査士が相談に応じます。直接会場へ。
日時／11月19日(土)午後２時～４時

30分　会場／アルヴェ４階和室
問い合わせ／土地家屋調査士伊藤千
代治事務所☎(863)2386
視力低下による目の不自由なかたの
生活困り事相談　電話や面接で相談
に応じます。直接会場へ。日時／11
月20日(日)午前10時～午後２時　会
場／県社会福祉会館３階(旭北栄町
１-５) 問い合わせ／秋田市視覚障
害者協会の照井さん☎(868)3962
ふれあい法律相談 法律、相続など
の相談に西野大輔弁護士が応じま
す。先着６人。日時／11月21日(月)
午前10時～正午　会場／市老人福
祉センター　申し込み／11月７日
(月)午前10時から市社協ふれあい福
祉相談センター☎(863)6006(電話
でのみ受け付け)

ふるさとの良さを30秒のCMでアピ
ールする番組「あきたふるさと手作
りCM大賞2011」の収録の観覧者を
募集。収録は11月23日(水)午後１時
～、秋田県児童会館で。申し込みは、
はがきに、住所、氏名、年齢、職業、
電話番号、観覧希望人数を書いて、
11月14日(月)(必着)まで、〒010-
0941川尻町字大川反233-209 秋田
朝日放送(株)「ふるさとCM大賞観覧
希望」係へ。後日、入場券を送付しま
す(応募多数の場合は抽選)。詳しく
は同社販促事業部へ。☎(888)1505

住宅の断熱性能や生活スタイルを見
直しませんか。会場は道の駅あきた
港(セリオン)１階。参加無料。申し
込み、問い合わせは、県温暖化対策
課へどうぞ。☎(860)1573
エコリフォーム相談会(申込不要)と
家庭エコ診断相談会(要申込)�11月
26日(土)・27日(日)、午前10時～午
後４時　エコリフォームセミナー・
内覧会(要申込)�11月27日(日)午前
10時～午後１時。定員15人
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環状列石(ストーンサークル)の一つとして有名な北秋田市の
伊勢堂岱遺跡の復元整備とボランティア活動について、北秋田
市職員が話します。受講無料。先着100人。申し込みは、11
月７日(月)午前８時30分から文化振興室へ。☎(866)2246

11月26日(土) 
サンパル秋田学習室１(文化会館５階)

午前10時～11時30分

伊勢堂岱遺跡を学ぼう！発
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みなと伝統文化を語る集い
11月12日(土)

歴史・民俗研究者の菊地利雄さんの講演「土崎港
史話」や、地域の小学生などによる港ばやし、演
芸、民踊など。無料。直接会場へどうぞ。詳しく
は北部市民サービスセンターへ。☎(893)5969

北部市民サービスセンター１階文化ホール

午後１時～
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18＊スペースの都合などにより「情報チャンネル」に掲載依頼があったものすべてを掲載できない場合があります。ご了承ください。



はんだごてを使って「メロディ時計」
を作ろう！ 参加無料。
対象／小学４年生以上で、はんだ付
け経験者　日時／11月26日(土)午
後１時～４時　会場／アルヴェ４階
自然科学学習館　定員／先着20人　　
●申し込み 11月８日(火)午前９時
から自然科学学習館☎(887)5330

問い合わせや①②③の申し込みは
11月７日(月)午前８時30分から東
部公民館へどうぞ。☎(834)2206
①親子で新米だまこ作り 小学生の
親子が対象です。11月12日(土)午
前10時～午後１時、東部公民館で。
材料費１人300円。先着10組
②中華ちまき作り 11月15日(火)
午前10時～午後１時、東部公民館
で。材料費300円。先着12人
③気功でストレス解消
小学生の保護者が対象です。11月
15日(火)午前10時～11時30分、東
部公民館で。受講無料。先着30人
④やさしい成年後見制度のしくみ
11月15日(火)午後１時30分～３時
30分、東地区コミュニティセンター
で。受講無料。直接会場へどうぞ。
⑤東部女性セミナー公開講座　どな
たでも参加できます。100歳の詩
人・柴田トヨさんについて秋田大学
名誉教授の佐々木久春さんが話しま
す。11月21日(月)午前10時～正午、
東部公民館で。無料。直接会場へ。

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
絵巻寿司�11月18日(金)

受講料／1,800円 定員／24人
ハタハタ寿司
�11月21日(月)・25日(金)
受講料／各2,000円　定員／各24人
職人が教えるそば打ち�11月30日(水)
受講料／1,900円 定員／12人

旬の野菜と雑穀を使って体に優しい
料理を作ります。定員各20人。
日時／11月20日(日)、12月11日(日)、
午前10時～午後１時　会場／遊学舎
(上北手) 材料費／各1,800円
●申し込み　雑穀の会の斎藤さん

☎080-1651-4861

女性が対象です。多彩な学習でスキ
ルアップ！　カレー作り、笑いヨガ、
パステル和みアート、メンタルヘル
ス、コーチングの学習など。受講無
料(カレー作りのみ材料費500円)。
日時／11月10日(木)・24日(木)、
12月１日(木)・８日(木)・15日(木)、
２月２日(木)・16日(木)、午後６時
30分～８時(11月10日(木)は午後６
時～８時30分) 会場／サンパル秋
田(文化会館内) 定員／先着20人
●申し込み　11月７日(月)午前９時
から女性学習センター☎(824)7764

日時／11月８日(火)、12月13日(火)、
１月10日(火)、午前９時45分～11
時30分　会場／秋田県社会福祉会
館(旭北栄町１-５) 受講料／各500
円(花代は実費) 定員／各10人
●申し込み 秋田県社会福祉会館

☎(864)2700

テーマは「食の安全・安心」。11月
15日(火)・18日(金)・25日(金)・29日
(火)、午後１時30分～３時、イーホ
テル秋田(18日(金)は秋田県総合食品
センター)で。無料。申し込みは

NPO法人秋田バリアフリーネットワ
ークの鈴木さんへ。☎(853)7475

16ミリ映写機の操作技術を学びま
す。認定証を取得後、市視聴覚ライ
ブラリーの映写機やフィルムを無料
で活用できます。受講無料。
日時／11月22日(火)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　11月８日(火)午前10
時から市視聴覚ライブラリー

☎(882)5535(月曜休館）

高校生以上が対象です。由利本荘市
のユースプラトーで、英語で講義を
受け、英語で小論文を書く練習をし
ます。５泊６日(食事付)。秋田駅か
らバスで送迎します。詳しくは、国
際教養大学サークルJump-Starterの
下田さんへ。☎080-1840-9052
日時／①12月25日(日)～30日(金)
②１月２日(月)～７日(土) 参加費／
高校生、浪人生、大学生56,000
円、一般66,000円　定員／各30人

働いているかたが対象。12月６日
(火)・７日(水)、午前９時～午後４時、
秋田技術専門校(新屋町字砂奴寄)
で。資料代2,415円。定員10人。
●申し込み　秋田技術専門校職業訓
練センター☎(824)2548

福祉保健分野に就職希望のかた、福
祉に関心がある社会人・学生が対象
です。福祉職場の現状や求人状況の
説明、講話、個別相談など。無料。
日時／12月３日(土)午前10時～　会
場／秋田県社会福祉会館(旭北栄町)
●申し込み 11月28日(月)まで、
秋田県福祉保健人材・研修センター

☎(864)2880
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冬の使者ぼくによく似た顔もある ヒサト




